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第242号

2019年12月19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。

女性
30代

桜結（旧さくら）さん
とちおとめ通り 49番地

2020年12月15日まで

女性
30代

読書、音楽・映画、歴史、手芸、裁縫、ネコ
桜結(さゆ)と申します。 以前は“さくら”という名前で文通させてい
ただいていました。悩みに悩んだ末に一度、村を離れたのですが、
この度、再スタートいたしました。 文友さんとはお互いの趣味や
何でもない話から、人生についてや日々何を考え、どんなことを
想っているのかなどの内面的な深い話まで手紙でやりとりできたら
と思います。 どうぞよろしくお願いします。

女性
20代

ぱせりさん
なにわ通り 111番地

2020年3月15日まで

すみかさん
お江戸通り 440番地

2020年6月15日まで

音楽フェスに行く、邦ロック、映画鑑賞、雑貨屋さん巡り、
野球観戦、断捨離、手帳、整理整頓

ご無沙汰しています。 仕事は相変わらず忙しいですが、
手紙を書くことで気持ちを整理出来たり気分転換になる
ので再開しようと思いました！ 以前やり取りをしていた
皆様、また宜しくお願いします！！

女性
20代

あけぼのさん
なにわ通り 339番地

2020年6月15日まで

映画、音楽、海外ドラマ(Netflixメイン)、海外アニ
メ、カメラ、グッズ集め

弓道、観劇、美術館巡り、作ること、家族友達と遊ぶこと、
旅行、新しいことをすること知ること。

はじめまして。久しぶりに文通をしたいなと思い立ち入村致しまし
た。好きなものは洋画、洋楽、海外ドラマ、海外アニ
メ、YouTuber(東海、夕闇など)、ゲーム実況(我々、MSSP、ガレ
キ牛)、ディズニー(リゾートも)、ムーミン、ジャニーズなど…基本
多趣味です！最近は英語を勉強中です。お話が合う方もそうでな
い方も仲良くして下さい！

はじめまして。色んな方と文通して、沢山お話を聞けたら嬉しいで
す。 私は大学生で弓道部に入っています。日本史が好きなので入
りました。 なんでも好きになりやすいので、これは極めていると
いうことはないのですが、逆にどんなものでも機会があれば始め
たい、知りたいと思っています。なのでいろいろなお話ができたら
嬉しいです！よろしくお願いします。

女性
20代

金城さん
六甲通り 250番地

2020年3月15日まで

女性
40代

登坂広臣、Twitter、シーシャ、酒、タバコ、映画
鑑賞
初めまして。金城と申します！LDHひいては三代目 J SOUL
BROTHERSひいては登坂広臣が大好きな女です。社畜しながらシー
シャを嗜み、時には酒を飲みながら映画を見て惰性にタバコを吸っ
てます。 久々に文通をやりたくなったので、気になってた文通村を
始めてみました！！ 頻度は問いません。お好きなタイミングでご
返信くださいませ！ よろしくお願いします！

女性
30代

ゆみゆみさん
土佐の国通り 30番地

2020年3月15日まで

音楽、もの作り、お笑い、自然、宇宙、旅
学生の時は、交換日記や手紙でのやり取りが大好きで、大人になっ
た今再びやってみたくなりこちらに入会しました。 文字や絵をかく
ことが好きで、また素敵なハギレやボタンやレターセットなどを見
ると、使わないのについつい買ってしまいます(笑)。時々楽器を楽
しんだりもしています。 色々な世代の皆さんとほっとする温かな交
流ができれば嬉しく思います。

にじいろゆうやけさん
なにわ通り 342番地

2020年3月15日まで

「読書」、「カラオケ」、「音楽鑑賞」、「ピアノ」、
「映画鑑賞」、「字を書くこと」
字を書くことが好きなので、好きな事や色々お話出来れ
ばと思います。よろしくお願いします。

女性
30代

ゆりさん
常陸の国通り 104番地

2020年3月15日まで

漫画を描く、犬と遊ぶ、お酒、占星術、イラスト
初めまして！素人ですが自作の漫画を描いてます。シリアスな少
年〜青年漫画を描くことが多いです。たまに漫画関係のイベントに
も参加しています。同じ趣味を持つ方、そうでない方とも色々お
話してみたいです！宜しくお願いします。
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男性
10代

2019年12月19日

ユウキさん
お江戸通り 720番地

2020年3月15日まで

女性
40代

読書（小説、漫画）、ジム通い、物書き、映画鑑
賞、神社、語学学習、猫
進学して一人暮らしを始めてから時間に余裕ができ、森見登美彦
さんの小説で文通を題材にしたものを読んでいて、文通に興味が
湧いたので文通を始めてみました。休日は主に読書をしたり、語
学の勉強（英語、中国語）をしています。普段関わることのない
ような人とも交流できればと思います。

女性
20代

陽さん
もみじ饅頭通り 112番地

2020年3月15日まで

女性
20代

ともかさん
お江戸通り 721番地

2020年3月15日まで

女性
30代

めがねまるさん
なにわ通り 344番地

2020年3月15日まで

2020年3月15日まで

はじめまして。 ネットで、初めて文通村を知り、お試しで登録し
てみました。 小・中学生の頃同じ年の人とずっと文通していた思い
出があります。 介護の仕事をしています。 知らない街を散策する
のが好きな、2人の子の母です。宜しくお願いします。

女性
30代

みのりさん
琵琶湖通り 43番地

2020年3月15日まで

文房具、旅行、ドライブ、カメラ、コーヒー、料理、
パン屋巡り
はじめまして。 最近は時短料理やパン作りにはまっています。 子
供がまだ小さいのでなかなか行けませんが、旅行やご当地グルメ、
山登り、カメラが好きです。 趣味や日常の話など、いろいろ話せ
ると嬉しいです。 よろしくお願いします。

女性
30代

Netflixを見ること、少女漫画、推理小説
初めまして。文通は初めてですが、新しいことをはじめてみたいと
思い登録しました。2年ほど前に会社を辞め、今はフリーランスと
して物を書く仕事をしています。仕事以外にこれといった趣味がな
いので、色々な人とやりとりする中で、自分の中に楽しめるもの
が増えていけばいいなと思います。どうぞよろしくお願いいたしま
す！

相模ハマっ子通り 325番地

散歩、自転車、ゆる～いハイキング、旅行、パン
屋巡り、お笑い。

映画鑑賞、ライブ、漫画、旅、フィルムカメラ、
読書、かき氷
昔から文字を書くことが好きでした。 多趣味で今は仕事と、資格
取得のため勉強に励んでいます。同世代の方はもちろん、ここで
しか繋がれない方とのご縁を大切にしたいのでどなたからでもお
手紙をお待ちしています。文通は初心者ですが心を込めて書きま
す。

ねいびーさん

あずさん
信濃通り 98番地

2020年6月15日まで

猫、ネイル、文房具、スタンプ、キャラクター（ムーミン・く
まのがっこう・ミッフィー）、アニメ
田舎で愛猫2匹とのんびり省エネ暮らしの、おひとりさまOLです。
影響されやすくわりと多趣味ですが、完全にインドア派。手先が器
用な事だけが唯一の取り柄なので、細かい作業が大好きです。作
業中は、ドラマ・映画・アニメ・YouTubeなどを常に流し見ている
ので、そのあたりの話題が豊富かもしれません。ゆっくり丁寧を心
がけてお手紙書きますね。

女性
40代

美咲さん
相模ハマっ子通り 326番地

2020年3月15日まで

居酒屋巡り、料理、ドライブ、体幹トレーニング、猫、ゆる
いアウトドア、観葉植物、花のある生活

フルート、読書、ゲーム、クラシック音楽、吹奏楽、
サンエックス、学び直し

大昔にやっていた文通をふと思い出してまたやりたくなりここに来
ました。街に住んでいますが自然が大好きで、いろんなところへ
出かけた思い出を、したためたいと思っています。他にも料理のこ
とや花のことご当地情報などゆるりとお互いの趣味興味を共有でき
たらなぁと思っています。あ、好きな歌詞の共有もやってみたい
なぁ。ぜひともよろしくお願いします。

子育てが落ち着きつつある専業主婦です。 お手紙を通
して交流することで、新しい発見や楽しみを感じたいと
思い入村させていただきました！ よろしくお願いします。

女性
20代

ひかるさん
なにわ通り 345番地

2020年3月15日まで

音楽鑑賞、映画鑑賞、旅行
初めまして✼* 特に代わり映えしない毎日に何か新しい事を始め
たいと思い、文通村に登録してみました。 文通初心者ですが、み
なさんと何気ない会話をする中で、なにか新しい発見やワクワクを
見つけることができたらなと思っています。よろしくお願いします！

女性
20代

茜さん
どんたく通り 173番地

2020年3月15日まで

料理、映画鑑賞、ショッピング
はじめまして。 育児も慣れて落ち着いてきたので、す
きま時間に文通できたらな、と思っています。趣味が合
う方や子供がいるママさんなど、共通の話題で盛り上が
りたいです。 よろしくお願いします(^^)

4

第242号
男性
20代

2019年12月19日

黎さん
さがん通り 25番地

2020年6月15日まで

女性
40代

女性
20代

さやかさん
お江戸通り 723番地

2020年3月15日まで

女性
30代

まあ姫♪さん
彩の国通り 335番地

2020年6月15日まで

料理、美容(プチプラコスメ)、100均、アニメ、読書(漫画含
む)、レタセ収集、紙モノ集め

字を書くのが好きで始めてみました。忙しい日々の中で
ゆっくりとした時間を感じたいです。

椛さん
お江戸通り 724番地

2020年3月15日まで

私は文字を書くことが大好きでこの年になり文通相手がいたら楽し
いだろうな。と思いました。今は数人しかいませんが沢山の人、
色んな地域の方と手紙交換出来たら嬉しいです。40代ですがまだ
まだ若いと思っています。宜しくお願いします。バツイチで成人し
た息子がいます。女性の文通友達が欲しいです。

音楽

女性
20代

お江戸通り 722番地

文通、音楽鑑賞、レタセ集め、毎日日記を書く。

万年筆、音楽(スピッツ、moumoon)、読書(新書、横溝正
史)、哲学、美術、月が好きです
はじめまして、黎(れい)と申します。慌ただしい社会人生活の中で、
ホッと一息つけるような趣味をはじめたいと思い入村しました。 万
年筆や音楽、読書などが大好きです！ 趣味はもちろん、日常の何
気ない事など、 いろんな方とお手紙のやり取りを楽しめればと思っ
ています。 よろしくお願い致します。

みーちゃんさん

2020年6月15日まで

統合失調症という精神疾患を抱えています。一応、専業主婦です。
主人も違う精神疾患を抱えている為、時に精神不安定になり、お
返事が遅くなる事もあります。ご理解いただける方と文通したいで
す。 レタセ収集、紙モノ集め等、何かを集める事が好きです。 う
たプリ大好きです☆゛

女性
20代

さんまるこさん
どさんこ通り 235番地

2020年3月15日まで

読書、ピアノ、博物館・美術館巡り、御朱印集め、
登山

マステ、ほぼ日手帳、映画鑑賞、釣り(初心者)、カラオケ、
旅行、料理、クレヨンしんちゃん

初めまして。久しぶりに文通がしたいと思い、入会しました。本は
ジャンル問わず、表紙やタイトルが気になったものを読んでいます。
自然観察をしながら山を登るのが好きです。いろいろな方とお話し
できると嬉しいです。よろしくお願いします。

初めまして、さんまるこです！平成2年生まれ、3歳息子と2歳娘が
います♡文通歴10年です。関ジャニ∞、official髭男dismのファン
です。ポストに手紙が入ってる嬉しさを体感したいです。お手紙の
やり取りが増えるとロンレタになることがあります。受け身だけで
なく質問していただける方と文通出来たら嬉しいです。

女性
20代

わとさん
さがん通り 26番地

2020年3月15日まで

女性
30代

読書ポケモンGOを少々。ポケカを眺める。ゆっくりな穏や
かな空間でぼーっとする。優しい空間。
はじめまして、わとです。会社へ歩いて通勤。毎日犬や鳥と見か
けるたび少しだけ幸せな空間 そんな(ちょこ幸)を誰かと共に味わい
たい、いろんな目線も知りたいと思い登録しました。 なにぶん字
がとてつもなく汚いというのが恥ずかしいところですが 面白い本と
か教えて貰ったら嬉しいです！ 一筆書き交換でもいいのでよろしく
お願いします。

女性
30代

椎葉なつきさん
火の国通り 39番地

2020年3月15日まで

ゲーム、アニメ鑑賞、ハンドメイド、文具集め、
写真を撮ること、読書
初めまして、椎葉(しいば)なつきと申します。 最近は、
紙ものやマステ、スタンプを集めて、コラージュを作る
練習をしています。 よろしくお願いします。

なよいちゃんさん
ピーナッツ通り 306番地

2020年3月15日まで

広く浅く(旅行、沖縄、スピ、宇宙や星空、占い、PHP、ハ
ンドメイド、ゴルフ、辛党、断捨離)
既婚、2才の子持ち。来年よりフリーランス(希望)です。 なにかと
停滞気味で…アウトプットやインプットが出来ればと思い、12/8〜
文通村にお試し登録してみました。 年齢性別不問、フランクな
方okです。 面白い経験ができると思うと楽しみ^ ^

女性
30代

あおいさん
お江戸通り 725番地

2020年6月15日まで

カフェ巡り、動物鑑賞、英会話、サンリオ、お部
屋DIY
みなさん、こんにちは。 教師をしています、あおいです。 何か少
しでも心温まるきっかけを つくっていけたらと思います。 最近はこ
どもや動物系のYouTubeにはまっています。かわいいと思えるも
のが増えてきました。 お手紙いただけたら嬉しいです。 どうぞよ
ろしくお願いいたします。
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女性
30代

2019年12月19日

きなこさん
常陸の国通り 105番地

2020年3月15日まで

女性
20代

読書、お菓子やパン作り、紙もの（集める、作
る）、美術館、ポスクロ、英語
はじめまして。 主婦で子どもが2人います。 趣味が何か
一つでも同じ方、文通しませんか？ よろしくお願いいた
します。

女性
50代

ちゃまさん
彩の国通り 336番地

2020年3月15日まで

ホテルのフロントで働いてます。友人と文通している間
に、文字を書くのが楽しくなり、もっと多くの人と話した
くなって登録しました。オンラインゲームなどが趣味で
す。

女性
20代

はるさん
2020年3月15日まで

女性
30代

花さん
2020年3月15日まで

初めまして！久しぶりに文通を始めたいと思って書かせていただき
ました。多趣味で色んなことを追いかけているのでお互いが好き
なことについて楽しく話してみたいです。特に音楽を聞くのが好き
で、邦ロック、ジャニーズなど色々。緊張するので出来れば同性
の方とまずはやり取りができればいいなと思っています。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

パスタさん
なにわ通り 171番地

2020年6月15日まで

さつきさん
相模ハマっ子通り 327番地

2020年6月15日まで

育休中の主婦です。今は一日の大半を子育てに費やしているので
趣味がおいてけぼりになっていますが、他愛もない話を出来る方と
気負いなく文通をしたいと思っています。女性の方限定で年代問わ
ず、よろしくお願いします。

女性
30代

2020年6月15日まで

カメオのコレクション、映画鑑賞、料理、華道、茶
道、イタリア語
私は五年前に両親を看とり、今は猫たちと楽しく暮らしています。
犬と猫とカメオとワインが大好き。若い頃にヨーロッパに留学した
経験があり、今でもイタリア語をたまに勉強したり、イタリア家庭
料理を習っています。明朗で、一人娘だから一人でバスツアーに
行ったり、一人で外食は平気ですがお手紙で心の繋がりを広めた
いです。

はるさん
どさんこ通り 33番地

2020年3月15日まで

紙もの収集、引き揃え糸、ハンドメイド、prime
video鑑賞

読書、映画鑑賞、文具集め、カフェ巡り、買い物、アイドル・
音楽・ライブ鑑賞、ゲーム・アニメ等

女性
50代

ピーナッツ通り 307番地

時代劇、家事、料理、バイク(中型)、ゲー
ム、GCCX

初めまして。 アニメやゲーム、漫画など大好きで
す(*´ω`*) 3児の母親しています。 いろいろなお話した
りしたいので、よろしくお願いします！！

うつくしま通り 79番地

緋原あきさん

ゲームと文房具が大好きな20代です。今は万年筆とイン
ク沼にハマっています。たくさん集めたインクを使ってお
手紙を書いてみたいなと思い文通村に入村しました。多
趣味なので色々なお話ができると思います。

アニメや漫画、ゲーム

女性
20代

2020年6月15日まで

万年筆、インク集め、文房具、手帳、写真撮影、
ディズニー、ポケモン

気が付けば家と職場の往復のみ。新しいことを始めたいなと思い、
こちらに入会いたしました。子ども達も成人し、時間ができたので
断捨離に取りかかっていますが、心身共にエンジンがかからず、な
かなか進みません.....(笑) 年齢性別問わずです。凝ったレタセのや
りとりはできませんが、よろしくお願いします。

どさんこ通り 236番地

しゃちほこ通り 265番地

読書（主に上遠野浩平作品）、オンラインゲーム（FF14）、
音楽、インク・万年筆集め

映画鑑賞、読書、ドライブ

女性
20代

伊藤はじめさん

はじめまして。はると申します。6歳の女の子を子育て中です。主
に好きで集めている海外の紙ものやハンドメイドなどの趣味と子育
てのお話等が出来たら嬉しいです。封筒や便箋も大好きなスタン
プや古切手を使ってハンドメイドしたいと思っているので同じよう
な趣味の方との出会いを楽しみにしております。どうぞよろしくお
願い致します。

女性
20代

はるさん
お江戸通り 726番地

2020年6月15日まで

アクセサリー作りや羊毛フェルトなどの手芸、散歩、
ゲーム、動画鑑賞
はじめまして。 以前たくさんの良いご縁があって文通をしていまし
た。進学を機に辞めてしまったのですが、またあの時のようにお手
紙を交換したいなと思い入会しようと思いました。 今年で二十歳に
なりました。 今は仕事と勉強を両立させて頑張っています。 あま
りうまくありませんがイラストも描いたりします。よろしくお願いし
ます！
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女性
50代

2019年12月19日

かめこさん
常陸の国通り 106番地

2020年6月15日まで

女性
20代

日帰り旅行、神社参拝、イルミネーション観賞、月、
星、カフェ巡り、写真、仕事
特別自慢できる趣味などはありませんが、日々の出来事だったり、
季節のことだったり、出掛けた先で見つけたちょっと素敵なことと
か、そんな事を報告しあえるお友達が出来たらいいな、と思いま
す。 あ、もう一つ。文通村の会報は娘も見るので、娘(10代)とも
仲良くしてくれる方がいると嬉しいです。 よろしくお願いいたしま
す。

女性
20代

えひめさん
お江戸通り 727番地

2020年6月15日まで

観劇、食事やお酒、アニメ、読書、旅行
少しだけですが昔文通をしていた事をふと思い出し、登録してみま
した。 会社と自宅を往復するだけの日々が、文通によって変われ
ばいいなと思っています。 文章や字があまり得意でないため、そ
の点はご容赦いただけると嬉しいです。 何でもない日常から趣味
の話まで気軽にお話ししましょう。よろしくお願いいたします。

女性
40代

空色さん
六甲通り 255番地

2020年6月15日まで

テニス、スポーツ観戦、映画、読書、旅行、料理、
お菓子づくり
はじめまして。小学生の子どもが2人います。毎日バタバタしてい
ますが、ようやく自分の時間もできはじめました。同じ趣味をおも
ちの方は、もちろん、ちがう趣味をおもちの方とも交流できると嬉
しいです。お互いのペースでゆっくり文通できればと思っています。
よろしくお願いします。

セシルさん
さくらんぼ通り 41番地

2020年3月15日まで

旅行、洋画、洋楽、料理、グルメ、英語
前から文通村に興味があり、思い切って登録してみました(*^^*)ス
マホでのやり取りとはまた違った楽しみがありますよね。洋画洋楽、
と書いてますが邦も好きですし、年代問わずいろいろ観たり聴い
たりしてます。旅行も好きで綺麗な情景も良いですが、美味しい
ものにも目がありません(笑) こんな私ですがお返事お待ちしてま
す、よろしくお願いします(*^^*)

女性
40代

あじさいさん
さくらんぼ通り 16番地

2020年3月15日まで

コーヒー、読書、ドライブ、Youtube、パン作り
最近、コーヒーを少しずつ、いろんな豆を試したりドリップ用品を
集めたりと深くはまりつつあります。読書は、小説が主で道尾秀
介さんが好きです。学生の娘が2人います。日常の話題など気軽
にたくさん話せたらと思います。よろしくお願いします。

