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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。
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愛璃（旧：文通大好き）さん
信濃通り 70番地 2019年12月31日まで

女性
50代

文通、パッチワーク、文具、旅行、カラオケ、ネッ
トショッピング。

51歳の子供のいないバツイチ女性です。老若男女どなたでも。
月2回のお手紙を楽しみにしております。仕事のお話しをすると私
の望む文通の形にならなくなってしまうので、仕事のお話しは、抜
きで、お願いします。趣味の合わない方でも日常のことなどを語
り合えたらいいですね。どうぞよろしくお願いいたします。

水玉さん
お江戸通り 709番地 2020年2月29日まで

女性
20代

文房具、カフェ巡り、手帳、アニメ、機械

初めまして、こんにちは。文房具が好きで、海外のハンコやマス
テを使ったラッピングにはまっているのに渡す相手がなく、こちら
のサイトを見つけました。紙モノが好きな方、あまり会話のない交
換文通でも。お話が好きな方、のんびりと定期的なやりとりでも。
お手紙を好きな方であれば誰でも大丈夫です。ぜひ一度メッセー
ジ頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。

こずえーむさん
お江戸通り 711番地 2020年2月29日まで

女性
40代

読書、歌う事

小学生と中学生の二人の息子の子育て中です。マイペー
スで人付き合いも不器用なところがあります。女性の方
とのんびり文通ができたらと思います。

鴨さん
お江戸通り 713番地 2020年5月31日まで

女性
20代

旅行、温泉、映画(邦画)、紙モノ、ジャニーズ、テーマパー
ク、お酒、喫茶店(クリームソーダ)

OLをしています。レターセット、マスキングテープ 、シールなど
紙モノが大好きなのでお手紙を書きたいと思い、始めてみました。
可愛いレターセット、ポストカードで文通出来る方や趣味が近い方
だと嬉しいですが日常のお話なども大歓迎なので年齢問わずいろ
いろな方とお話しできればと思います。(女性の方でお願いします)

がじゅまるさん
しゃちほこ通り 262番地 2020年2月29日まで

女性
40代

文通、読書、塗り絵、携帯アプリ、パズル雑
誌、YouTube、たまに手芸、工作など

はじめまして。44歳の専業主婦です。趣味の合う方、大歓迎です。
自身、メンタルに持病ありなので、そこを理解していただける方を
希望します。中々文通をする機会もなく、最近、文通にハマり始
めました。そして、この文通村にたどり着きました。まだまだひよっ
子ですが、よろしくお願いします。

人生いろいろさん
上州三山通り 73番地 2020年2月29日まで

女性
40代

ガーデニング、旅行、ネットショッピング

初めまして。子供の頃、文通をしていた事がありました。大人に
なり結婚、子育てと時間が流れ、また文通を思い出しました。そし
て最近、文通村を知り入村しました。まだまだ初心者ですがヘル
パーの仕事をしてます。子供の事、旦那さんとの事、彼氏の事、
親の事、訳ありでも、どんな事でも文通を通して話せたら、と思
います。女性限定でお願いします。

真秀さん
杜の都通り 114番地 2020年5月31日まで

女性
20代

字を書くこと、読書、バイク、車、映画、コーヒー、
ドライブ、アメコミ

ゆったりとやりとりすることに憧れて、入村しました。一人暮らし
の20代、就職してやっと慣れてきた時期です。いろんな考え方、
捉え方に触れてみたいと思っています。忙しい日々ですが、ぜひ
文通できたら嬉しいです。

クリボーさん
うつくしま通り 75番地 2020年5月31日まで

男性
30代

ドライブ、国内旅行(温泉・秘湯巡り、主に自家用車にて)、
サウナ、お酒、スポーツ観賞

みなさんはじめまして。クリボーと申します。趣味を書いていたら
こんなにあったのかと思いました笑 自分は【夢】という言葉を大切
にしています。特に何かに熱い想いがある方や語りたい、誰かに
伝えたい方や楽しい話、いろいろな名言など好きな方、それ以外
でも、問わずなんでも話せたら幸いです。お互いを尊重しながら
大いに盛り上がれること楽しみです。ぜひよろしくお願いします。
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ろったさん
お江戸通り 714番地 2020年5月31日まで

女性
30代

アニメ、旅行、スキンダイビング、コスメ、料理、、プラン
トベース、オーガニック、紅茶、文房具

友達におすすめされ登録してみました、既婚の32歳です。 趣味や
日常・世間話など年齢を問わず、お手紙ならではのやりとりができ
れば嬉しいです。最近の興味は菜食・ヴィーガンなど。 ぜひお手
紙しましょう～。

とーとさん
六甲通り 249番地 2020年5月31日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、御朱印巡り、アニメ、ゲーム、
観劇、文房具

レターセットや万年筆、切手やシールやマスキングテープ。好きで
集めるのに使うタイミングが少なく、勿体なさを感じる中でこちら
の村にたどり着きました。趣味が近いと嬉しいですが、各地の季
節の移り変わりを知ることができるだけでも幸せです。

もみじさん
彩の国通り 333番地 2020年2月29日まで

女性
20代

カフェでのんびり、花火、プラネタリウム、映画館
へ行く、自分ツッコミくま、鳥関係

はじめまして、もみじと申します。 ふと、久しぶりに手紙を書きた
いな～と思っていたところ、この文通村に出会い、思い切って入会
してみました。 知らない方と文通したことがないのでドキドキしま
すが、日常の出来事や嬉しかったことなど色んなお話をゆる～くで
きたらなと思っています。 どうぞよろしくお願いします。

汀さん
うつくしま通り 76番地 2020年2月29日まで

女性
40代

漫画アニメ、読書、カラオケ、宇宙、古代ミステ
リー

過去はずっぷり腐寄りのオタク、今となってはすっかり趣味仕事、
特技残業の独身社畜です。 忙しい日々の中、手紙を書いたりスケッ
チブックに筆を走らせたりといった、ささやかな心の潤いをまた感
じたくなり入村しました。 今も程々にオタク寄りですが、趣味に拘
らず季節の移ろいを感じられるような交流が出来たらいいなと思っ
ています。 よろしくお願いいたします。

ふでの　まめたろうさん
彩の国通り 334番地 2020年5月31日まで

女性
30代

山登り、ネットショッピング、ポイ活、カヌー観戦、
語学の勉強、リラクゼーション通い

はじめまして。たろうですが、女性です。 最近 再び紙モノ集めに
ハマり、レターセットを検索していてこちらにたどり着きました。
のんびりマイペース、ひとりの時間はアロマをたいたり鉢植えの水
やりをしたりしています。 お手紙を通して、いろいろな方と交流で
きたらうれしいです。

チャーメインさん
お江戸通り 715番地 2020年2月29日まで

女性
20代

映画鑑賞、読書、シール集め、ピアノ、ミステリー
小説、図書館での長居、切手集め

小さい頃からレターセットやシールが大好きでした。近頃は切手を
集めるのも趣味で、近くの郵便局に行っては新しい切手を買い集め
ています。しかし、最近では手紙を出す相手も少なく残念な思い
をしていたところ、文通村を見つけて入村しました。日々の何気な
いことや発見、何でも楽しくお手紙でお話したいと思っています！

はなっぴさん
常陸の国通り 101番地 2020年2月29日まで

女性
50代

映画、音楽、ジム、ダイエット、折り紙、ディズ
ニー、 カフェで読書、絵本収集

子供が成長し、今後は自分の趣味や体調管理に 時間を費やしてい
こうと思っています。 若い頃大好きだった文通（なんと甘酸っぱい
響き！笑）をまた始めてみようと思い登録しました( ⸝⸝•ᴗ•⸝⸝ )੭⁾⁾
保育関係の仕事をしています。 ダイエットと体調維持のために
日々食欲と闘っています (^◇^;)まずは気軽に声かけて下さい。よ
ろしくお願いします！

はまさかじいさんさん
なにわ通り 340番地 2020年2月29日まで

男性
20代

読書、美術館に行くこと、舞台鑑賞、村上春樹作
品

学生です。現在は文章または絵を描くことを楽しみに生きています。
文通する方とは日々のささいな物事を気持ち良くやり取りできたら
嬉しいです。 好きな作家や作品を紹介していただきたい。 僕もで
きる限り努力します。 お互い生きていくための小さな喜びになれ
ば幸いです。

まりたさん
お江戸通り 716番地 2020年2月29日まで

女性
20代

LINE漫画、簡単な資格、100均、YouTube、兎と犬、簡単
料理、温泉、家でゴロゴロ

初めまして！28歳のまりたです(๑´ω`๑) 手紙や交換日記のやり取
りが好きなので、色々なお話したいなと入村しました！ 趣味の話
や日常の暮らしの話など、 ゆっくりペースでやり取りして頂ける方、
お手紙お待ちしております♩文章も文字も綺麗ではない私です
が(>_<)よろしくお願い致します★

あーこさん
かすていら通り 45番地 2020年2月29日まで

女性
10代

音楽、神社巡り

文通初心者です。趣味の話や何気ないことを話せれば
良いなと思っています。
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ぺんぎんさん
どさんこ通り 234番地 2020年5月31日まで

女性
30代

読書、旅、鉄道、建築、乗り物全般、天体、語学
の勉強、お弁当作り、ほうじ茶

はじめまして。出身は関西で北海道生活4年目、この春から愛犬
と2人暮らしです。 手紙のやり取りが好きだったので時代の流れを
寂しく思っていました。お茶を淹れてまったりお話しするような、
そんな時間を一緒に過ごせると素敵だと思います。 辛いことがあ
り人間関係を再構築するという悲しい作業の真っ最中です。文通を
通してゆっくり心のリハビリが出来ると嬉しいです。

わかっぴーさん
琵琶湖通り 42番地 2020年11月30日まで

女性
20代

雑貨屋、本屋、100均巡り、メイク、ドラマや映画
鑑賞

こんにちは！かわいいレターセットやマスキングテープ、
シールなど大好きです❤︎文通が今何よりの楽しみです♩
趣味や日常の些細なことを楽しく文通できたらいいなと
思ってます！よろしくお願いします。

つななさん
火の国通り 38番地 2020年2月29日まで

女性
30代

コーヒー、神社・お寺めぐり、御朱印集め、旅行、
レザークラフト、登山、着物、カメラ

手紙を書く生活がしたいなと思って登録してみました。
久しぶりに万年筆の出番が来そうで嬉しいです^_^ 既婚
でフルタイムで仕事をしています。子育ての話は苦手で
す。女性限定でよろしくお願いします。

キリウさん
なにわ通り 341番地 2020年5月31日まで

女性
20代

明治大正時代、建築物巡り、旅行、読書

明治大正時代の建築物巡りが好きです。好きな建築家はジョサイ
ア・コンドル、フランク・ロイド・ライトなど。 所詮、大人の趣味程
度の楽しみなので、建築の深いところはそこそこにして、好きに味
わっています。 全然違う趣味の方でも、大歓迎です。 もしよけれ
ば、私の知らない世界について教えて欲しいです。 どうぞよろしく
お願いいたします。

ゆんさん
土佐の国通り 29番地 2020年2月29日まで

女性
30代

読書、手帳、字を書くこと、よさこい、カフェ巡り、
かぎ針編み、ジム通い、写真

初めまして。以前から文通に興味を持ち続け、思い切って今回参
加させていただきました。 小説やエッセイを読むことが多いです
が、漫画も好きです。最近は薬膳とか筋トレとかの体を整えること
や、ヒュッゲとかシンプルな暮らしとかに反応してしまいます。 趣
味のことに限らず、日々のことなど色んなお話をできたら嬉しいで
す。女性の方のみでお願いします。

小幸さん
常陸の国通り 102番地 2020年5月31日まで

女性
50代

読書、映画鑑賞、食べ歩き

全国の方々とのお手紙を通して視野を広げていきたいで
す。よろしくお願いします。

菊誉（きくよ）さん
かすていら通り 46番地 2020年5月31日まで

女性
30代

万年筆、手帳小物、真鍮、洗剤、柔軟剤、スヌーピー 、リ
サイクルショップでの掘り出し物探し。

３歳、０歳育児中のもうすぐ40代の主婦です。悪筆ですが万年筆
や手持ちの万年筆インクでのお手紙のやり取りをしてみたくてお試
し登録してみました。 子育て中なのでゆっくりなペースになると思
いますが、同じような趣味の方がいましたらよろしくお願いします。

きゅーちゃんさん
常陸の国通り 103番地 2020年5月31日まで

女性
40代

読書、映画鑑賞、低い山のハイキング、御朱印集
め、写真、カフェ巡り、美術館

初めまして。 穏やかな方と穏やかに季節の話や好きな
事をお話し出来ればと思います。15歳と１０歳の子供を
子育て中です。子供に関わる仕事をしております。 よろ
しくお願い致します。

エリカさん
信濃通り 96番地 2020年2月29日まで

女性
30代

寺社仏閣、天体、写真、読書、音楽、アロマ、運
動等

趣味・興味の幅が広いです。何か学ぶことが好きです。
漢検1級、 宇宙検定、気象予報士の資格取得を目指して
います。アウトドア派です。老若男女問わず。

ひまわりさん
しゃちほこ通り 263番地 2020年2月29日まで

女性
30代

発酵食づくり、常備菜づくり、音楽、カフェ、アロ
マヨガ

仕事ばかりの毎日に少しでも変化がほしくて、普段会えない地域
や年齢の方と交流をもちたくて、お試し入会をすることにしました。
昔からある食に興味があって、味噌や糠床を作ってます。いろいろ
教えていただいたり、日常のことを話したりできたらうれしいです。



第241号 2019年11月30日
5　　

今夜は眠らないとさん
お江戸通り 719番地 2020年5月31日まで

女性
20代

読書、音楽、（深夜）徘徊、美術館、水族館、プラネタリ
ウム、サーカス、楽しいことを探すこと

夜が好きです。眠るのをもったいなく感じています。お勧めの夜の
過ごし方を教えてください。 ちょっと怖かったり、不思議だったり、
怪しかったりするものも好きです。可愛いものも切ないものも面
白いものも好きです。結構何でも好きです。とてもとてもマイペー
スです。 お話するの好きです。仲良くしていただけたら、とても
嬉しいです。

みけさん
なにわ通り 343番地 2020年5月31日まで

女性
50代

寺・神社巡り、ご朱印、バイク、スイーツ、食べる、
アート

趣味に書いているのは、ぼちぼちやっていることかな。
只今“趣味”て言えることを探し中です。 ちゃきちゃきし
ているようで、いつもゴロゴロボンヤリしています。

しらたまさん
とちおとめ通り 87番地 2020年5月31日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、旅行、散歩、季節の何某を感じ
ること

読書と映画が大好きです。様々な考えや感性に触れるのが楽しい
と感じます。インドア派ですが、キャンプやジビエなどにも興味が
あります。その他、生きものや音楽、芸術も好きです。少し変わっ
たペットを飼っています。夏に産まれたばかりの小さな息子と、日
中楽しく穏やかに過ごしています。世代を問わず、日々の想いや
たわいもないお話などを一緒に楽しめたら嬉しいです。

ましろさん
しゃちほこ通り 264番地 2020年2月29日まで

女性
30代

ゲーム、手帳、マステ・シール集め、ポケモン、サ
ンリオ、かえるのピクルス

はじめまして。年少と5ヶ月二人の娘の育児をしてる主婦です。学
生の頃にしていた文通がとても楽しかったので、また始めてみよう
と思い入村しました。ゲームはポケモン・どうぶつの森等の任天堂
系・モンハンが好きですが色々プレイします。趣味の話や世間話
など色々お話したいです。よろしくお願いします！

とこさん
信濃通り 97番地 2020年2月29日まで

女性
20代

映画鑑賞・フリーペーパー・珈琲/スイーツ・カフェ巡
り・ディズニー・秋

文通の楽しさ、返信の待ち遠しさ、いつもより封筒が厚いとワクワ
クしたり、ポストに手紙が入っていた時のドキドキ感。大人になり
デジタルで便利な時代になった今でも、文通のあのワクワク感をも
う一度感じたいと思い、入会してみました。 たわいもないことをお
話ししたり、皆さんのお話を聞かせてください☺︎

おきくさん
うつくしま通り 77番地 2020年5月31日まで

女性
10代

読書、散歩、紅茶集め、クロスステッチ、レジン
工作、写真、温泉、インク集め

初めまして。おきくといいます。最近独り立ちをして郵便受けが寂
しいままです。 よければ細々とお話をして人の温もりを感じたく、
文通させていただけたら嬉しいです。もちろんお試しの文通も喜
んでお受け致します。 あまり文字の上手な方ではありませんが、
心を込めてお返事を書かせていただきます。 よろしくお願いします。

３児のママ さきちゃんさん
うつくしま通り 78番地 2020年5月30日まで

女性
30代

文通、文房具集め、野球観戦、買い物、旅行、温
泉、ディズニー

たくさんの方と仲良くなりたいです！小学生の頃から文
通していました。とにかく字を書く事が大好きです。文
通は私にとって子育ての中での息抜きの１つです❤︎

よもぎさん
伊勢通り 62番地 2020年5月31日まで

女性
30代

ピアノ、読書、お城、100均、うさぎ

はじめまして。手紙を書く生活がしたいと思い入会しま
した。既婚で子供はいません。趣味のことに限らず、
日々のことなどを楽しくお話できたら嬉しいです。文通
初心者ですが宜しくお願い致します。

サトさん
桜島通り 15番地 2020年5月31日まで

女性
40代

紙もの、マステ、手帳、ハンドメイド、ガーデニン
グ、ご朱印帳

若い時に文通していましたが、久しぶりにまた文通がし
たくなりました。共通の趣味の方、それ以外の方でも
色々とお話できればな…と思っています。よろしくお願
いします。


