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第240号

2019年11月15日

ここでは新規入村者情報を掲載して
います。更新者情報はホームページ
上に掲載、または会員様ページへロ
グインすると「更新期限付きの村人検
索」や「ふみ友リスト」をご利用いた
だけます。

男性
60代

真紗龍さん
お江戸通り 48番地

2020年5月15日まで

女性
20代

文通、独りカラオケ、カメラ撮影、小動物飼育、
トランペット演奏
こんにちは。再入村しました真紗龍です。近くの公園で
清掃の仕事をしながら、脚本の勉強をしています。趣味
の事、日常生活の事、住んでいる街の事等々、色んな
話しを手紙を通してしたいです。よろしくお願いします。

女性
20代

トンクスさん
めんこい通り 45番地

2020年2月15日まで

女性
20代

レインボーロードさん
信濃通り 92番地

2020年2月15日まで

女性
20代

ロコぴさん
彩の国通り 326番地

2020年2月15日まで

小鳥関連、映画鑑賞、漫画、100均、旅
行、Netflix
私の趣味はこれだ！といえる趣味がほしくて、気になっていた文通
を始めました。小鳥、特に文鳥が好きで昔飼っていました。平凡
で代わり映えしない毎日に、少しでも彩りを添えられたらいいなと
思います。よろしくお願いします。

2020年2月15日まで

こんにちは、おさかなと申します。 私生活が落ち着きましたので
再入村致しました。 日々の出来事、趣味の事などお手紙を通して
お話できたら嬉しいです＾＾ 退会時にお手紙の返信が出来ていな
い方へは1年越しとなってしまいますが、お返事書かせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します！

女性
20代

琴音さん
かすていら通り 39番地

2020年2月15日まで

読書、お茶、掃除、断離捨、交流、ボランティア
はじめまして。琴音と申します。 自然の風や植物、空や雲、海な
どが大好きです。 老若男女問いません。 皆様と楽しく文通したい
と思っております。宜しく御願いします。 あなたの夢や悩み、聞か
せてください。

男性
40代

映画館で映画を観る、グルメ巡り、温泉、東京巡
り、海外、ダイエット
久しぶりに書いてみたくなりました。 血液型はO型で好奇心が旺盛
です。 文系と理系だったら文系です。 猫と犬を飼っています。 私
はSとMだったらMです。笑。 サバサバ系女子に憧れます 高校は共
学の私立高校出身です。 こんなかんじの人なので良かったらぜひ
友だちになってほしいです。 よろしくお願いします。

ピーナッツ通り 206番地

お絵かき、風景撮影、音楽鑑賞、アニメ・漫画、
万年筆・インク、ヒプマイ

サンリオ カフェ マステ 文房具 吹奏楽 社会科 100均
巡り など
好きなものはサンリオ（特にキティちゃん） カフェ巡り 文房具 マ
ステ 旅行 社会科 100均めぐり 音楽鑑賞 楽器（吹奏楽やってまし
た） などなど 年齢、性別の希望は特にありません。 ゆるくのんび
り文通できたらいいなーと思ってます

おさかなさん

おねさん
しゃちほこ通り 257番地

2020年5月15日まで

家でテレビ観賞
平日は仕事に集中、休みは家でダラダラテレビ観賞す
る日々です。

女性
10代

あみのさん
とちおとめ通り 85番地

2020年2月15日まで

イラスト、アニメ、マンガ、音楽、読書
初めまして。イラストを描くのが好きです。アナログ画
材を使って描いています。イラスト交換などを出来たら
嬉しいです！ ひとつでも趣味が合う方と気軽に文通した
いと思っています。 よろしくお願いします。
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女性
30代

2019年11月15日

シナモぱんださん
かすていら通り 43番地

2020年2月15日まで

女性
10代

らいむさん
相模ハマっ子通り 319番地

2020年2月15日まで

子育て、お出かけ、美容、植物栽培、可愛い物、
写真、音楽鑑賞

ゲーム、（音楽・YouTube・アニメ）鑑賞、サンリ
オ、2.5次元、アクセサリー

こんにちは。一歳の男の子の母親です。文通は6年ほど
前に始めました。まだ子どもが小さく、あまり外出の機
会が少ないため、色々な人とお話ししたいです。よろし
くお願いします。

初めまして。らいむです。 ゲームは第五人格、刀剣乱舞、モンハ
ン、あんスタ、が好きです。音楽はセカオワ、YouTube・アニメ
は色々なものを見ています。色々なアクセサリーを見て回るのが
好きで、収集にも熱中しています。お菓子作りも好きです。
色々な方と、色々な話をしてみたいので年齢、性別を問わず共通
の趣味ではない方も是非文通をしてくださると光栄です！

女性
40代

紫苑さん
古都みやび通り 132番地

2020年5月15日まで

男性
80代

女性
50代

ちいろさん
信玄通り 25番地

2020年2月15日まで

女性
40代

えんさん
彩の国通り 329番地

2020年5月15日まで

女性
20代

女性
50代

めろんさん
茶畑通り 149番地

2020年2月15日まで

文通、旅行、音楽、食べ歩き
子供達が大きくなり育児の大変な時は過ぎたけど、今度は両親の
ことで右往左往しています。日頃ストレスをためないよう、好奇心
を持って、色々楽しいことを見つけながら生活しています。文通
は10代の頃から大好きでした。色んな話を聞いたり話したりする
ことを楽しみにしています。

ゆかりさん
ピーナッツ通り 301番地

2020年2月15日まで

読書（小説・マンガ）、映画・ドラマ鑑賞、寺社仏閣巡り、
プロ野球（ヤクルト）、モダンバレエ
はじめまして。25歳OLです。日々あったことや最近の出来事など、
日常を共有できたらと思っています。趣味問わず色んな年齢の方と
やりとりをしてみたいです。ちなみに最近はドラマ相棒が始まった
ので熱中して見ています。たまに休日遠出してお寺に行ったり。こ
こ数日肌寒くなってきたので、家でのんびり手紙を書いて過ごせた
らと思っています。お手紙お待ちしています。

女性
40代

ドライブ、カフェでまったりすること、神社仏閣巡
り、温泉
初めまして。 子どもの頃から手紙を書くのが好きでしたが、忙しく
なり手紙を書く時間が減ってしまいました。 ようやく時間の余裕が
出来たので、また文通をしたいと思うようになりました。 マメな方
でありませんが、日々の何気ないこと等をのんびりとやりとりでき
たらと思っています。 よろしくお願いします。

2020年2月15日まで

ウオーキング、ダンスが大好き、、ありがとう、感謝、ついてる、
ついてる、を言葉に出して人生楽しく健康情報の良い所を吸収し
て1日1日大切にして人との出逢いを大事に愉快、軽快、ああ爽快
をモットーにしています。

読書、テレビドラマ、美術館、漢字パズル、文房具、和紙、
レタセ、ポストカード、犬、花、JKS
文房具や紙ものが好きで、レタセやポストカードが大好きです。
普段は一人でブラブラと書店や雑貨店巡りなどをして気分転換し
ています。 同性のかた希望で、興味がある事や日々のたわいない
事など何でも良いので、楽しく色んな話が出来たらいいなと思いま
す。 よろしくお願いします。

どさんこ通り 231番地

ウオーキング、フォークダンス、スクエアダンス、
健康ダンス、吹奏楽団コンサート、

文通、カメラ、読書（漫画含）、ハンドメイド、スポーツ観
戦、神社仏閣巡り、アニメ、お芝居
はじめまして。好きなものは他にも日本酒、文房具、コスメなど
など、雑多にあります♪主人と愛犬一匹と暮らしています。性格は
穏やかな方ですので、いろんなお話ができればいいなと思ってお
ります！お手紙お待ちしております(^^)

ミスターウオーキングさん

ふーみんさん
彩の国通り 330番地

2020年5月15日まで

ぼんやり景色を眺める
日々の暮らしの中で感じた、ささやかな発見など手紙に
書けたらと思います。

女性
30代

みのわんさん
越後通り 90番地

2020年2月15日まで

文通、写真撮ること、動画を撮ること、ドライブ、
ショッピング
初めまして。病弱だけどがんばり屋です。 文通は幼少
のころからやっているのでつながりをもっともっと増やし
たいです。 ペースはバラバラですか宜しくお願い致しま
す。
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花鳥さん
杜の都通り 23番地

2020年2月15日まで

女性
40代

コーヒー、文房具集め、アロマ、YouTube、ゲー
ム、お酒
仕事に追われる毎日ですが、少しでも自分の時間を作り
たくて再度登録しました。以前はロングレター派でした
が、今は時間がなく短いお手紙やポストカードになるか
もしれません。ゆったりまったりやっていきたいです。

女性
20代

おめめさん
お江戸通り 704番地

2020年2月15日まで

女性
60代

タミコさん
なにわ通り 338番地

2020年5月15日まで

女性
50代

けいぽんさん
2020年5月15日まで

こんにちは！ 一人暮らしでIT関連の仕事をしています。宝塚歌劇
が好きで、よく観に行っています。 最近は洋裁と手芸がマイブーム
です。 趣味のお話でも仕事や恋愛、生活のお話でも何でもお話し
してみたいです！ 様々な世代の方、全国各地の方とやり取りでき
たら嬉しいです(*´꒳`*)必ずお返事しますので、お手紙お待ちして
います！ ※女性の方限定でお願いします。

みやこさん
ちょるる通り 51番地

相模ハマっ子通り 320番地
読書 ドラマ 街歩き 健康
イブ 音楽鑑賞 外食 食

2020年2月15日まで

自然の散策

ドラ

主婦でフルタイムで仕事をしています。 子供はいなくてウサギを
飼っています。 綺麗ではありませんが字を書くのが好きで手紙を
書きたくて入会しました。 毎日の中にささやかな楽しみが増えた
らと思います。 よろしくお願いいたします。

女性
20代

ちむさん
いよかん通り 41番地

2020年2月15日まで

アラサー独身OLです。文通は学生時代以来ですが、年代問わずい
ろいろな方と楽しくお手紙のやりとりができたらと思い入会しまし
た。休日は外で過ごすことが好きで、ネイルやまつげ、スタバ、
食事に出掛けたりなどしています。日常の些細な出来事や、仕事
の愚痴、共通の趣味で盛り上がったり、仲良くしていただけたら嬉
しいです。

女性
20代

宝塚観劇、手芸、読書、旅行、温泉、季節のイベ
ント、お菓子やパン作り、美容

女性
20代

月子さん

文房具、YouTube、テラスハウス、カフェ、コスメ、
ネイル、美容、ジム

にぎやかに過ごすより 静かなほうが好きです。 以前 服役中の
人の社会参加の一助になれば、と 文通していましたが 出所後疎
遠になりました。 今回 たまたまこのサイトを知り 申し込みしま
した。 性別・年齢・趣味の一致には こだわりません。 今は 月
一老人施設で楽器演奏させてもらって 楽しんでいます。

お江戸通り 705番地

2020年5月15日まで

文通村の皆様はじめまして、歩くことが大好きで、JRのさわやか
ウォーキングや名鉄ハイキングによく参加してます。 日本100名城
もチャレンジ中！ 子育てもひと段落したので、今は興味あること
や今までやってこなかったこと、学生時代にはよくやってた文通も
したくなり、こちらにお世話になることになりました。 よろしくお
願いします。

読書、音楽・DVD鑑賞

女性
20代

しゃちほこ通り 259番地

JR東海さわやかウォーキング、日本100名城、マンホールカー
ド集め、旅行、カフェ巡り

文房具、ゲーム実況、マインクラフト、ダンス、読
書、映画鑑賞
友人と文通をしていて手紙の楽しさに気付きました。社会人になり
趣味らしい趣味もなくなってしまったので、年齢性別問わず皆さん
の熱中していることのお話が聞けたらと思っております。文房具の
知識に関してはそれなりに自信があります。同好の士がいました
らお手紙下さい。

naturaさん

2020年2月15日まで

手紙を書くこと、読書、買い物
動物に関わる仕事をしています。猫がだいすきです＾＾
文通を通していろんな世界を知りたいです！さまざまな
世代の方とやり取りできたら嬉しいです。よろしくお願
い致します。

真紗さん
お江戸通り 706番地

2020年5月15日まで

読書、アニメ、筋トレ、映画鑑賞、日本酒、歴史、
野球観戦、編み物、革靴
はじめまして真紗と申します 文字を書くことが好きでいつか文通を
してみたいと思っていたところ文通村を見つけ登録しました とても
多趣味なので色々お話できると思います 今は特にアニメ、筋トレ
に熱中しています お気軽にお手紙のやりとりできればと思っていま
す よろしくお願いします

女性
30代

にこさん
どさんこ通り 233番地

2020年2月15日まで

ライブに行くこと、ムーミン、パンがすき
初めまして。仕事で辛いことがあった日、のぞいたポストにはDM
のみ。そんな日々を少し寂しく感じ、文通を始めようと思いました。
今は日々を楽しめる事を探しているので、みなさんの趣味のお話
など聞かせて下さい(^^) 年に数回のライブが一番の楽しみで、関
ジャニ∞、Official髭男dismが大好きです。
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女性
30代

2019年11月15日

ゆかりさん
相模ハマっ子通り 321番地

2020年5月15日まで

女性
30代

文房具、マステ、写真、紙モノ、散歩、読書、の
んびり
はじめまして。子供のころ、ポストに手紙が入っていた時の嬉しさ
を思い出し入会しました。 文房具屋や雑貨屋さん巡り、レトロな
喫茶店や街並み（特に京都）が好きです。 日常の何気ないことや
趣味のお話など、文通を通じてたくさんの世界を知ることができた
ら嬉しいです。心を込めてお返事いたします。よろしくお願いいた
します。

女性
40代

きゃりーさん
出雲通り 24番地

2020年5月15日まで

初めまして。２児の母でフルタイム勤務をしています。子供が英
語の勉強を始め、自分も再チャレンジすることにしました。今は英
検２級を目指しています。継続するモチベーションが上がらず、お
互いに応援できる仲間ができたらいいなと思っています。 勉強の
こと、育児のこと、仕事のことなどお話できたらなと思っておりま
す。

女性
30代

ルカさん
2020年2月15日まで

初めまして、31歳の独身です。 カトリック信者です。 10代の頃に
文通をしていました。 全盛期のAKB48が好きです。 STU48は瀧野
由美子ちゃん推しです。 私は流行には疎いですが、色んな話が出
来たら良いと思います。 どなたでも、気になった方はお手紙をお
待ちしております。 お返事のペースは月2回くらいは出来ると思い
ます。

ちふゆさん
どんたく通り 172番地

女性
40代

2020年2月15日まで

はじめまして、ちふゆと申します。 通信制大学や資格の勉強をし
ながら専業主婦をしています。 秋の夕暮れ、少し寂しさを感じる
時間帯は趣味のビーズに没頭しています。 また最近は囲碁を始め
たいとも思っています。 休日はよく神社巡りをしています。 外出
時はチェキを持ち歩いています。 色々な方と文通を通して交流が
できると嬉しいです。

みゃーさん
もみじ饅頭通り 110番地

しゃちほこ通り 260番地

2020年5月15日まで

2020年2月15日まで

猫、ウォーキング、スポーツ観戦、読書
はじめまして。 手紙を書くのが大好きです。文通でいろ
いろなお話ができたらいいなと思っています。 よろしく
お願いします。

アッキーナさん
茶畑通り 150番地

2020年2月15日まで

ウォーキング、神社巡り、読書
はじめまして。文通は小学生の頃にやっていました。新しい趣味を
探していて文通が趣味になれたらいーなと思いました。 文章を書く
ことは好きです。夫と二人暮らしでパート勤めをしております。子
供はいません。皆様と趣味の話や日常の何気ないお話をやりとり
できたら嬉しいです。できれば女性限定でお願いします。

女性
70代

ビーズ、神社、切手、レターセット、チェキ、コス
メ、マニキュア、アニメ、読書

女性
40代

ふゆみちさん

保護猫出身の子を3匹飼っています。 休日は、パンやお
菓子を焼く料理好きな主婦です。イケメン戦国というゲー
ムにハマっています。お寺や神社を巡るのも大好きです。
よろしくお願いします。

読書（小説）、図書館、ポケモン（ビデオゲーム
の方）、STU48（初心者）

女性
20代

2020年5月15日まで

パン作り、お菓子作り、料理、イケメン戦国、寺
巡り、神社巡り、猫飼い

文通村の皆さんこんにちは。 私にとって人生初の趣味が『文通』で
した。社会人になって、文通から離れること数十年…無性に誰かに
手紙を書きたい！文通したい！という気持ちになり入村することに
しました。色んなことを色んな方と手紙で交流できればと思ってい
ます。よろしくお願いします。

ピーナッツ通り 302番地

お江戸通り 707番地

国内海外文通、文房具集め、英語学習、ドラマ鑑
賞、

旅行、筋トレ

女性
30代

ひまわり学園さん

のぶちゃんさん
もみじ饅頭通り 109番地

2020年2月15日まで

カラオケ、バラエティー番組観賞
今回は新しい友達が欲しいけれど、なかなか出会う機会のない70
代の母のかわりに娘の私が登録させていただきました。 母は、す
ぐ目が疲れるのでサクサク手紙を書くことができないかもしれませ
んが、誰にでも明るく話しかけて行くことができる気さくな性格で、
ついでに言うととても真面目です。よろしくお願いいたします。 あ
と霜降り明星のファンです!

女性
40代

Lilyさん
彩の国通り 331番地

2020年2月15日まで

美術館、読書、音楽鑑賞、茶道、陶芸、ドライブ、
喫茶店、夕陽が好きです
はじめまして。 季節毎、ステキな便箋に想いを乗せて楽しくお話
ししたいです。 秘書をしておりましたが自分の時間がないほど忙
しく、常に気を張っているため、いろいろな事を話せる相手が欲し
いです。 仕事、家族、恋愛、悩み、嬉しかったこと、悲しかったこ
と、夢なんでも大丈夫です。月に2回ペースくらいになりますが、
よろしくお願いいたします。
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女性
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2019年11月15日

きばっと。さん
きびだんご通り 79番地

2020年2月15日まで

女性
50代

女性
50代

えりさん
いよかん通り 42番地
カフェ巡り
ング

サッカー、野球観戦

2020年2月15日まで

旅行

女性
20代

りんごまるさん
ピーナッツ通り 303番地

2020年5月15日まで

男性
60代

女性
50代

ゆうかさん
ピーナッツ通り 304番地

2020年2月15日まで

俳句、読書、編み物、ウォーキング

女性
40代

梅鶏さん
めんこい通り 58番地

2020年5月15日まで

犬飼い、コメダ珈琲、散歩、ヨガ〔初心者〕、サウナ、健
康的な生活、読書、ドラマ〔国内&海外〕
紅茶が好きでコーヒーが苦手なコメダ好きです。パンは作らず、
食べる専門です。 しばらく手書きの手紙から遠ざかっていたので、
懐かしさとネットの世界にはないのんびり感を味わいたく住人にな
ることにしました。 ごくごくシンプルな便箋・封筒を使うことが多い
かと思いますので。それでもいいよ〜という方とやり取りできたら
と思ってます。

相模ハマっ子通り 323番地

2020年2月15日まで

昭和30年代の写真をみるのが好きです。 中学、高校の頃は文通を
したり、日記を書いたりして、自分の心と素直に向き合っていた時
代でした。悩み多く苦しいときこそ、ありのままの自分が出せたの
かも。書くことの喜びを再び感じてみたくなりました。

女性
30代

ひつじさん
お江戸通り 708番地

2020年5月15日まで

登山、読書、映画鑑賞、体を動かすこと、赤ワイ
ン、旅行、温泉、海が好き
はじめまして。バツイチで小学生の子供がいます。赤ワインが好
きで、月に一度ワイン教室に通っています。気の合う女友達を呼ん
でホームパーティをしたり、友人と登山に出掛けたりします。 手紙
が好きですが、長い間遠ざかっていました。また、手紙のある日
常を過ごすことを望んでいます。よろしくお願いします。

女性
40代

家庭菜園

はじめまして。20年ほど俳句を続けました。実家で静かに暮らし
ています。クラシック、ジャズを良く聴きます。手紙を書くのは好
きなのですが、お友達が忙しくなりました。いろいろな年代の方、
地域の方と交流したいと思っています。よろしくお願いいたします。

トムハッピーさん
映画鑑賞、ランニング、水泳、バイク

卓球、読書、映画鑑賞、ポストクロッシング 、美
術展巡り、プログラミング
はじめまして、りんごまると申します。 20代のSEで、駆け出しエ
ンジニアです。 今は社会人チームで卓球を続けております。 卓球
大好きです！ 最近はポストクロッシングにはまっており、この度文
通も始めてみました。 年齢、性別関係なく、皆さんの人生や考え
方、日々感じていることを知りたいです。 よろしくお願いいたしま
す！

2020年2月15日まで

季節のこと、日常の暮らしのこと、 生活の中で感じるこ
と いろいろなお話が出来たらいいなと思っています。 気
持ちを言葉にして、語り合えたら嬉しいです。 宜しくお
願いします。

ガーデニ

初めまして。愛媛県に住んでいる、子なし主婦です。 パートしな
がら趣味を楽しんでいます。 道後温泉がちかくにあるので、行くの
がたのしみです。 年齢も年齢なので、これからウォーキングなど、
運動もアクティブに楽しみたいです。 人生一度きり、楽しみましょ
う こんな私ですが、よろしくお願いします。

六甲通り 247番地
映画、読者、観劇、手芸

読書、映画鑑賞、文具巡り、ハンドメイド、イラスト、講座
体験、スマホ写真、ファッションなど

文字の出会いをしてみたいと思い申し込みました。他の
方がしている趣味を知ってみたい、視野を広げたい、世
界を広げたい。一人一人、手紙で話をしたいです。文通
村でどんな出会いをされたのか教えて下さい。

うさぎさん

桃花鳥さん
もみじ饅頭通り 111番地

2020年5月15日まで

読書（ミステリー・ラノベ・マンガ）、アニメ、文
房具、100均、コンビニスイーツ
初めまして。昔、文通をしていた楽しさをまた感じたい
と思い入村しました。日常のちょっとした事など、気軽に
お話しできると嬉しいです。どうぞ宜しくお願いします。

女性
30代

みずいろさん
平城京通り 58番地

2020年2月15日まで

映画鑑賞、読書、カメラ、ネイル、メイク、レター
セット集め
文通は昔から好きでしたが、機会がなくなってしまったので、思い
切って登録しました。 見た映画のこと、読んだ本のこと、行った場
所のこと、日々感じたことなど、交換日記のような感じでやりとり
できたら良いなと思っています。ポストカードでの文通も歓迎です。
平日は働いているため、ゆっくりお互いのペースで文通できたら嬉
しいです。
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女性
20代

2019年11月15日

依子さん
お江戸通り 710番地

2020年5月15日まで

女性
30代

ねこ田

ねこきちさん

越後通り 91番地

2020年5月15日まで

読書、近代文学、紅茶、お化粧、お勉強、レトロ、
ロマンス

猫、ゲーム(たまに)、動物全般、家でゴロゴロ、100均、時
短料理、簡単料理、ゆるキャラ

こんにちは、依子と申します。 大正、昭和の文学を読んで青春時
代を送り、文通に憧れて登録いたしました。好きな作家は太宰、
横光、三島など幅広いです。 学生ではありませんが、毎日勉強を
して生活しています。将来の夢は作家になること。老若男女問わ
ず、ときめくような、ステキな文通ができたら嬉しいです。

保護猫4匹と暮らしております、ねこ田ねこきちと申します。新し
い事を始めたく入村しました。毎日猫達の寝顔に癒され、たまに時
短料理を作っています。何かいいレシピあれば教えて下さい。字
は綺麗ではないですが、読みやすい字を書く様に頑張ります。100
均のレターセット使う事あります。こんな私で良ければ、文通やり
とりして下さい！よろしくお願い致します。

女性
50代

ほの香さん
かすていら通り 44番地

2020年5月15日まで

女性
40代

読書、部屋の模様替え、ガーデニング、コンサー
ト、温泉
はじめまして。 偶然、この会の事を知り 手紙を書くこと、待つ事
の楽しみを思い出しました。 穏やかな毎日を過ごしたいと思いつ
つ、そうでない時も… 男女問わず 色んな方とお話できたらと思っ
ています。

女性
20代

りらさん
古都みやび通り 133番地

2020年2月15日まで

家でまったりすること、カフェでお茶
初めまして。知らない方と手紙を通してお話ししてみたいという思
いから、文通を始めることにしました。文章も文字も下手ですが、
ゆっくり穏やかに、日々の出来事や嬉しかったことなどをお話しで
きればと思います。よろしくお願いいたします。

女性
20代

まいかさん
彩の国通り 332番地

2020年2月15日まで

音楽、旅行、一人旅、ゲストハウス巡り、読書、散歩、ボ
ランティア、無印良品、インテリア
22歳、日々中学生とお喋りするお仕事です。もっと自分の世界を
広げたくてはじめました！コアな趣味の話、昨日何食べた、思い
出話、夢の話、、、。老若男女問わず、いろんな方とお話出来た
ら嬉しいです。まったりな人生、BUMP OF CHICKENに救われなが
ら生きています。

サクラさん
ピーナッツ通り 305番地

2020年5月15日まで

読書、映画鑑賞、編み物、写真、カメラ
文字を書くことが昔から好きでしたが、最近では滅多に文字を書か
ない生活となっています。瞬時にメールやメッセージが送れしまう
世の中ですが、ポストに届く手紙の嬉しさをまた楽しみたいと入会
致しました。趣味や生活のお話など楽しく文通したいと思います。

女性
20代

眠り姫さん
お江戸通り 712番地

2020年2月15日まで

美容関連、KPOP、読書、散歩、ショッピング
はじめまして。好きなことや興味のあることはあるものの、最近
はSNSに依存気味で趣味と呼べるようなものが見当たらず、この
度文通を始めてみることにしました。日常の出来事やなかなか人
には言えないことなど、ラジオのような感覚で気軽にお手紙を送っ
ていただけたら嬉しいです。いろんな人のお話を聞きたいです。
よろしくお願いします。

