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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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まあさん
六甲通り 122番地 2020年7月31日まで

女性
30代

ひとり旅、コーヒーと甘いもの、美容コスメ、(詳し
くないですが)鉄道、フラダンス

はじめまして。5歳の息子の育児と仕事で毎日バタバタですがそん
な日々にもう少し余裕を持ちたいなと思っています。文字を書くの
も便箋を選ぶのも好きです。季節の変わり目の些細な出来事や趣
味のことなど、色々お話できればうれしいです。電車が大好きな
息子と電車旅をしたいので皆さんのご当地話も聞きたいです。年
齢問わずよろしくお願いします。

和美さん
もみじ饅頭通り 8番地 2020年4月30日まで

女性
30代

Letter、shopping、k-pop、料理、ゲーム

はじめまして。 前にも登録してました。また、みなさん
とお手紙のやり取りをしたくて、繋がりを持ちたくて再
登録することにしました。 お互いのペースで続けていけ
たら嬉しいです。

もちこさん
火の国通り 31番地 2020年4月30日まで

女性
50代

音楽.DVD鑑賞、旅行、手紙を書くこと、読書

20代の頃からずっと文通をしてていろんな方との出会いがありとて
も楽しかった思い出があります。ここでたくさんの方とまた出会っ
てお互い相談したいこと他の人には話できないことなどいろんな話
ができるのを楽しみにしているのでよろしくお願いします。

ぼたもち1313さん
もみじ饅頭通り 113番地 2020年4月30日まで

男性
40代

読書、テレビ・ラジオ鑑賞、散歩

はじめまして。文通を20年ぶりにしてみようと思いました。独身で、
一人暮らしをしながらのんびりと過ごしています。ハンディ(身体・
知的)を持っていますが、気にせずに関わって下さると嬉しいです。
去年より、学生向けのラジオを聴くうちに、すっかり坂道ファンに
なってしまいました。地域・年齢は気にしませんが、なるべくなら
女性を希望します。 よろしくお願いします。

ひつじさん
平城京通り 59番地 2020年4月30日まで

女性
40代

音楽を聴くこと、読書、お散歩、旅行、美術館、お手紙用
品、食器（どれもゆるく好きです）

はじめまして。便箋や封筒、お手紙でのやり取りの温かみが好き
で昔はよく書いていました。最近はそんな機会も減っていたところ
に、友人から文通村のことを教えてもらいました。趣味や日々の何
気ない事など、お手紙を通して温かな交流が生まれると嬉しいで
す。よろしくお願いします。

りょうさん
どさんこ通り 241番地 2020年4月30日まで

女性
20代

野球観戦、漫画・アニメ、音楽(バンド活動、ライ
ブ参戦等)、カメラ

保育関係の仕事をしています。 趣味の面では、色々なことに手を
出してはゆるく楽しんでいます。 夢書きをしていた時期があり、文
章を書くのは好きです。 日常のことはもちろん、できれば趣味の
話もできる同年代・女性の方とやりとりできればと考えています。
よろしくお願い致します。

ふれみやさん
しゃちほこ通り 271番地 2020年4月30日まで

男性
10代

読書、イラスト、アニメ、漫画

文字を書くのが好きで日記もつけてます。手紙は渡すの
ももらうのも好きですが機会が少なく、かねてより文通
には興味がありました。楽しく続けられたらと思います。

ここさん
どんたく通り 178番地 2020年4月30日まで

女性
20代

漫画を読む、音楽鑑賞（サカナクション 大好きで
す。）文房具集め

はじめまして。 2019年に第一子を出産した新米ママです。 10代の
頃、よく文通をしていて、 最近また文通を通していろいろな方とお
話ししてみたいなと思い登録しました。返信遅くても気にならない
方、ゆるりと文通してくださる方募集しています。よろしくお願い
致します。
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しめさばさん
伊勢通り 49番地 2020年7月31日まで

女性
30代

ゆるキャラ、カナヘイ、クラフトホリック、どうぶ
つの森、ガチャガチャ

再入村させてもらいました。のんびり文通ができたら良
いなと思います。子なしパート主婦です。ゆるキャラや
可愛い物が好きです。人付き合いが苦手でHSP気質で
す。よろしくお願いします。

パセリさん
伊勢通り 66番地 2020年4月30日まで

女性
30代

旅行、映画鑑賞、音楽鑑賞(特にGLAYと竹内まりや)、ドラ
イブ、美味しいものを食べること

はじめまして。現在、生後4ヶ月の長女の育児に励んでます。妊
活2年、不妊治療1年で授かりました。育児休暇の期間に今までで
きなかったことを始めてみたいなと思い、入会させていただきまし
た。色々な年代の方とお話出来たら嬉しいなと思ってます。女性限
定でお願いします。よろしくお願いいたします(^-^)

みいこさん
お江戸通り 731番地 2020年4月30日まで

女性
30代

映画鑑賞、カラオケ、買い物、散歩、動物、植物

はじめまして。30代後半独身で、小さい頃から手紙を書くことが大
好きです。SNSでの繋がりが苦手で、自分の大好きな文通で誰か
と繋がれないかとネットで調べていて、ここにたどり着きました。
私は双極性障害という精神障害を持っています。色んな方と手紙を
通してお話出来たら嬉しいです♪

桃さん
さがん通り 27番地 2020年4月30日まで

女性
40代

ドライブ、カフェ巡り、愛犬と散歩、ネコ、部屋の
模様替え、ハンドメイド、

学生の頃、楽しい文通をしてた事を思い出しました。大人になって
のお手紙のやりとりは年齢を重ねた分、ワクワク感や人生のお話
など、きっと素敵な関係になれそうな気がして入会させていただき
ました。 私はシングルマザーです。性格は、良く言うと温厚で優
しいそうです。(*´︶`*)おっとりしてますが、芯は強いと思ってます。
気軽にお手紙の交換出来たら嬉しいです。

交差点さん
しゃちほこ通り 272番地 2020年4月30日まで

男性
40代

YouTube鑑賞、柔道、食べ歩き、ホームパー
ティー、知らないことを知る

はじめまして、今までにやったことがない仕事に就こうと就活して
いるバツゼロ未婚おっさんです。 文通は小学生以来初めてです。
文字を書く習慣が少なくなってくばかりの時代の流れに、このまま
ではいけないと思い登録しました。 よろしくお願いします。

しおりさん
お江戸通り 732番地 2020年4月30日まで

女性
30代

読書、カフェ巡り、猫、柴犬、スイーツ、お花、お
しごと

個人事業主で在宅の仕事をしているため人との交流も少なく、
日々の些細なお話やお仕事のことなどお手紙を通してお話しでき
たら楽しみができていいなぁと思いました。保護猫と暮らしていま
す。優しい気持ちになるような暖かいやりとりができたら嬉しいで
す。よろしくお願いします(*^^*)

つぼみさん
もみじ饅頭通り 114番地 2020年7月31日まで

女性
20代

音楽鑑賞、旅行、読書、料理

はじめまして。母が学生時代に雑誌を通じて文通をしていたこと、
その友人と今でも年賀状のやり取りをしていることを聞き、前から
文通に興味がありました。社会1年目で初めて親元を離れて生活を
していますが、仕事も落ち着き、余裕が出てきたので始めてみま
した。Official髭男dismが好きで、旅行もかねて県外のライブにも
行っています。たくさんお話聞かせてください。

しーちゃんさん
古都みやび通り 135番地 2020年7月31日まで

女性
30代

漫画、ドラマ、読書、旅行、ドライブ、のんびり

休日は家でのんびり、時折思い立ってドライブや旅へ。インドアな
のか、アクティブなのか、、うん、インドアだな。漫画は進撃、3
月のライオン、ワンピ、ヨナなど。読書は東野圭吾とファンタジー
系。あと嵐が癒し。旅は国内が多いけど、海外も過去にはちょこちょ
こ。最近良かったのは、新島と壱岐。次は佐渡に行きたい！何と
なく話してみようと思っていただけたなら…お待ちしています。

にゃんさん
彩の国通り 338番地 2020年7月31日まで

女性
40代

紙モノ、文通、編み物、ミシン、消しゴムはんこ、
犬、猫、ジャニーズ、キャラ物

小さい頃から紙モノ(シール、レターセット等)が大好きで、小さい
頃の夢は『文房具屋さん』でした。夫、子ども4人と犬3匹、猫2匹、
モモンガ2匹と毎日わちゃわちゃ暮らしています。同じ趣味の方や
色んな方とお話できたら嬉しいです。

すがっちさん
杜の都通り 116番地 2020年7月31日まで

女性
30代

文通、シール、マスキングテープ集め、旅行、パ
ン屋巡り

はじめまして。 私は、現在求職中で、夫と２人で暮らしています。
ずっと文通村のことは気になっており、今回勇気を出して、入会し
ました。 手紙を読んでいる時も、書いてる時も私の一番好きな時
間です！ 色んな年代の方と手紙のやりとりをしたいと思っておりま
す。 どうぞよろしくお願いします。
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イチゴミルクさん
しゃちほこ通り 273番地 2020年4月30日まで

女性
30代

ショッピング、食べ歩き、テレビ鑑賞、文通、シー
ルやレタセ集め

30代主婦です やっぱり小さい頃から好きだった文通をまたしたい
なと思い……相談や、生活のたわいもないお話など 色々文通でや
り取りしたいと思います。 男性は、申し訳ないですが募集はして
おりません。女性なら、年齢関係なしです

ゆきみさん
どんたく通り 179番地 2020年4月30日まで

女性
20代

読書、シール集め、欅坂46、刺繍、クラリネット、(旅行と
クラシックギターにも興味あり)

高校で家庭科を教えています。手紙では日頃の考え事
や仕事の話、人生観や特別な出来事など、のんびり楽
しくお話できたらなと思っています。よろしくお願いします
(*^-^*)

あかねさん
しゃちほこ通り 274番地 2020年4月30日まで

女性
50代

万年筆やインク、字を書くこと、読書、旅行など

ギリギリ50代、もうすぐ還暦に手が届く主婦です。 一昨
年の秋、万年筆の魅力にはまりました。 好きな万年筆、
好きなインクを使って字を書くことの魅力を再確認してい
ます。

ムツミさん
相模ハマっ子通り 339番地 2020年7月31日まで

女性
50代

映画鑑賞、観劇、海外ドラマ、寺社巡り、日帰り
お出掛け、鎌倉観光

自分のやりたいことを楽しめるようになりました。感謝
のキモチで寺社を御詣りしたり、気楽な日帰りお出掛け
が好きです。竹内まりやさんの曲に元気をいただいてま
す。お便り下さいね。

ムーミングランマさん
さるぼぼ通り 63番地 2020年4月30日まで

女性
50代

雑貨屋さんめぐり、手芸、猫とゴロゴロ、コスメ、入浴剤、
ゆる〜いコミック、はぎれ集め

子育ても終わり、孫も生まれ少しずつ自分のために時間を使える
ようになり…いつかは北欧やハワイに行きたいムーミングランマで
す。いくつになっても可愛いものが大好き。字は決して上手ではあ
りませんが、気軽に日常をお話できたらいいなとおもいます。ポス
トカードでも大歓迎です

さてんさん
なにわ通り 352番地 2020年4月30日まで

女性
20代

読書、英語、編み物、トランペット、ヨガ、カフェ
に行くこと、文房具

はじめまして。会社員をしています。 日々穏やかに過ごすのが好
きです。大人なってから学生時代の友人と疎遠で、なかなか友達
が周りにおらず、少し寂しい気持ちになったりすることもあります。
手紙を通じて人と繋がるって素敵だなと思い登録しました。よろし
くお願いいたします。

よささん
さるぼぼ通り 64番地 2020年4月30日まで

女性
30代

アニメ鑑賞、料理、お昼寝、ロードバイク、YouTube鑑賞、
お出かけ、紅茶、マンガを読む

こんにちは。初めまして。ご覧いただきありがとうござ
います。 仕事に追われる日々で、何か趣味が欲しいと
思い文通村にたどり着きました。様々な方と楽しく文通
できればと思います。よろしくお願いいたします。

かずまるさん
ちゅら海通り 52番地 2020年1月20日まで

男性
30代

読書、ジョギング、NETFLIX(海外ドラマや映画等)、国内旅
行、日本史、博物館巡り

こんにちは、初めて入村するかずまると申します。 以前から気に
なっていたのですが、湊かなえさんの『往復書簡』という本を読ん
だのをきっかけに、思いきってチャレンジしてみることにしました。
趣味のことやそれ以外のことでもいろいろとお話できればと思うの
で、よろしくお願いします！ 好きなもの パスタ、カレー、猫、ク
イズ番組、脱出ゲーム、千鳥 など

にけさん
お江戸通り 733番地 2020年4月30日まで

女性
30代

読書、映画、美味しいもの巡り、B'z、新感線、ゆ
るっと妊活

はじめまして。知り合いと話すことが中心の今の生活を気に入って
はおりますが、時にはゆっくりと時間をとって振りかえる余裕がと
れないものかなと思いお申し込みさせていただきました。３０も
後半に差し掛かり、振りかえる内容もそこまで華やかなものでは
ございませんが、ちょっとした日常に一緒にほっこりしていただけ
る方がいらっしゃいましたら是非、お声がけいただければと思いま
す。

chapiさん
どんたく通り 180番地 2020年4月30日まで

女性
20代

ミュージカル観劇、読書、カフェ巡り、カラオケ、
文房具集め

はじめまして。Chapiと申します。 文通初心者です。お手紙を書く
のが大好きで、このサイトに登録してみよう…！と思いたち入村し
ました。年齢性別問いません。 詳しい趣味など自己紹介は初回の
お手紙でも書ければなと思っております。ご連絡お待ちしておりま
す。
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絵本の森さん
上州三山通り 76番地 2020年4月30日まで

女性
40代

犬の散歩、声楽、読書、絵本集め、文房具の福袋、

保健所から譲渡された柴犬と、散歩するのが好きな40代のワーキ
ングマザーです。夫、娘(小学生、高校生)と暮らしています。多忙
な日々で、少し疲れています。10代の頃、文通していたことを思
いだし、誰かと、手紙のやり取りをしてみたくなりました。よろし
くお願いします。

岩崎 博善さん
阿波の国通り 31番地 2021年1月31日まで

男性
50代

文通(メール含む),万年筆,プラモデル,グルメ,美味
しいお酒,駄洒落

趣味は万年筆-モン149開高健モデル,149-O3B署名専用,作家ヘミ～
ペリM800-PF,ペリ都市アテネ,ブルーエンジェルス,F22-F18-F14,ス
ターウォーズ,スタートレックUSS_ENTARPISE,料理-フランス料
理(魚介).-インドカレ-、グルメ、ワイン-ラトゥル-シャブリ,シャンペ
ン-ドンピンです。宜しくどうぞ

すずらんさん
ピーナッツ通り 314番地 2020年4月30日まで

女性
30代

読書、ライブに行く、旅行、占い、映画鑑賞

はじめまして。つい最近、『ツバキ文具店』とその続編の『キラキ
ラ共和国』著小川糸を読み終えて、手紙っていいなと思いつつ、昔
文通していた事を思い出しました。また文通をしてみたいなと思い、
早速入会申込みをしています。老若男女問いません。文通もまた
御縁と思っていますので、どうぞよろしくお願いします。

maruさん
しゃちほこ通り 275番地 2020年7月31日まで

女性
40代

読書、詩や作品とであうこと、猫とひなたぼっこ、
つくること

からだをこわしてしまい、以前のように、自由気ままに外へ出れな
くなってしまいましたが、日々の暮らしの中で、楽しみやよろこび
を見つけながら、また新しい発見をするのが楽しいです。ちいさ
な自分の世界が、こころ一つで、大きく広がるかもと思うと、ワク
ワクします！愛猫と番茶でひなたぼっこ。小さな版画を時々。 あ
たたかなつながりをのんびり楽しみたいですね。

さえらさん
さぬき通り 29番地 2020年4月30日まで

女性
40代

料理、文通、ゲーム(ドラクエ、スマホゲームなど)、映画鑑
賞、ドラマ鑑賞、アニメ鑑賞、散歩

11歳になる娘と二人暮らししています。食べるのと寝るのが大好き
です。普段は在宅ワークしたりしてます。女性限定でお手紙のや
りとりしたいです。月に一度糖尿病で通院してますが、他は基本
元気だけが取り柄です。よろしくお願いします。

しろやぎぱんさん
かぼす通り 34番地 2020年7月31日まで

女性
50代

マンガ、テレビ、原付でぐるぐる、立ち寄り湯、
映画鑑賞など、浅く浅くゆるゆると。

初めまして。夫の仕事の都合で、ひと月の半分を同居猫２匹と家
で過ごしてます。子供はいません。最近、ピロリ菌をやっつけました
（＾＾）。身体を喜ばせたなら、次は心を喜ばせたい、そう思っ
て入村しました。女性の方どうぞお付き合いください。

貴船さん
お江戸通り 734番地 2020年4月30日まで

女性
30代

美味しいものを食べること、読書、映画鑑賞、音楽鑑
賞(aiko、ドリカム、クラシック)、観劇

はじめまして。 LINEなどのせわしないツールから少し離れて、心
身ともに穏やかな時間を過ごしたいと思い入村しました。 今年で
一人暮らし3年目。ジブリ、リサとガスパールが好きです。チラシ
だらけのポストからお手紙を受け取る楽しみができました！世代を
問わず、どうぞよろしくお願いいたします。

しおあんびんさん
彩の国通り 339番地 2020年4月30日まで

女性
30代

ライブ参戦(和楽器バンド)、食い倒れ、洗濯、部屋
の模様替え、他愛のない会話

はじめまして。心が風邪気味で自宅療養中です。 広く浅くは苦手
で、何をするにも狭く深くになりがちな不器用人間ですが、思いや
りと笑顔を心掛けてます。私の拙い文章でそれが伝わったら嬉しい
です。 老若男女問わずいろいろな方と、日常の話から、好きなも
のや苦手なこと、人生や自分といった深い話までしたいと思ってい
ます。 宜しくお願い致します★

いちごみるくさん
めんこい通り 61番地 2020年4月30日まで

女性
30代

カラオケ、ドライブ、手芸、スクラッチアート 音楽
鑑賞

手紙書く事が好きです。レターセットや、マステ集めたりするのも
好きです。リラックマが好きで同じ趣味の方良かったら文通しませ
んか？私は、精神科に通っています。体調によっては、返事が遅
れたりします。理解のある女性の方で、よろしくお願いします。

たんぽぽの綿毛さん
彩の国通り 340番地 2020年4月30日まで

女性
40代

料理､映画､ジム､cafe､ウクレレ、歌、心理学、園
芸、糸紡ぎ、自然、動物

18の発達障害の娘、16の高校生の息子、小2の息子と主人、コザ
クラインコと暮らす主婦です。 子育ての悩みもまだ多く、そんな
お話や、趣味のこと、日々のふと感じたことなど、色々な方とお話
ししてみたいです。話すよりゆったりと書く方が私には合っている
ようです。よろしくお願いします。
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みきさん
古都みやび通り 35番地 2020年7月31日まで

女性
40代

音楽、読書、ネットショッピング、ファッション、グ
ルメ、散策、文通

ポストカードのみの文通を希望しています。趣味、興味のあること
がころころ変わります。日常の出来事などの話が多くなると思いま
す。タブーな話題はありません。好きなもの…神社仏閣、スカーフ
(ストール)、紙モノ、動物、チーズ、ワイン、パン、靴、お香、チョ
コレート。嫌いなもの…断捨離、タバコ、団体行動。ルールなし、
お互い好きなこと書きましょう

さくらいろさん
古都みやび通り 21番地 2020年7月31日まで

女性
30代

旅行、美容、映画鑑賞、カフェ巡り

しばらくお休みしていましたが、久しぶりにまたお手紙が書きたく
なりました。旅行が好きで特に温泉が好きです。1人旅も好きなの
で同じような方がいたら嬉しいです。あとはカフェ巡り（チーズケー
キと紅茶）も好きなのでカフェ好きな方ともお話したいです。 女
性の方だと嬉しいですが、年齢は問いません。よろしくお願いしま
す。

きなこさん
とちおとめ通り 88番地 2020年4月30日まで

女性
40代

読書、カフェ巡り、料理、散歩、バレットジャーナ
ル、文具店巡り

昔やっていた文通が懐かしく、入会しました。 最近はカフェ巡り、
手帳(バレットジャーナル等)、文具、読書(漫画も)、紅茶、コー
ヒー、料理 など趣味が中途半端なのですが、ゆるくのんびり文通
を楽しみたいなと思います。よろしくお願いします。

むすぶさん
越後通り 92番地 2020年4月30日まで

女性
40代

読書、音楽(主に80、90年代アイドル、レコード、ハロプロ)、
昭和レトロファンシー

初めまして！１歳の男の子の育児をしてます。小中高校生の頃に
文通をしてましたが、また久しぶりに文通を始めてみたくなりまし
た。 80、90年代アイドルが好きな方、昭和レトロが好きな方、育
児中の方、とにかく手紙を書く事が好きな方、色んな世代の女性
の方と文通を通して交流したいと思ってます。 宜しくお願いします。

niconicocakeさん
さくらんぼ通り 13番地 2020年4月30日まで

女性
20代

文通、マステ＆シール集め、紙もの交換便、映画＆音楽鑑
賞、旅行、カフェ巡り、etc.

暫くお休みしていましたが、また文通したいと思い入会しました。
家でまったりとお手紙を書いたり、映画を見たりするのが好きです。
たまに音楽活動をしてます♪ 今ハマっているバンドはPale
Waves(ペールウェーブス)です★ 趣味が合いそうな方は是非、文
通しましょう！

ミミハマさん
彩の国通り 341番地 2020年4月30日まで

女性
30代

読書、音楽鑑賞、アニメ、美容、神社巡り

はじめまして。ミミハマと申します。 30代の社会人で事務をして
います。 読書の感想などを交換できたら楽しいだろうなと思い入
会しました。読書に限らず、日々の出来事や趣味の話など気軽に
やりとりさせていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いし
ます。

すいさん
お江戸通り 736番地 2020年4月30日まで

女性
20代

読書、音楽鑑賞、散歩、カフェ巡り、漫画、アニ
メ

こんにちは。 手紙や文章を書くことが好きで、どなたかと文通が
できたら楽しいだろうなと思い、入会しました。楽しいことの好き
な人間です。 日常の何気ないことを、まったり綴っていけたらいい
なと思います。 どなた様も宜しくお願い致します。

はちれもんさん
どさんこ通り 244番地 2020年4月30日まで

女性
30代

アニメ、文通、スクラッチアート、レタセ&シール集め、ド
ラマ鑑賞、ライブ、ﾐｭｰｼﾞｶﾙ、

ゆめかわ、マイメロ、ピンク等可愛いものが大好きな32才です。
アニメやテレビ、野球が好きな方よければ文通いたしませんか？
他にも趣味があいそうって方は是非文通お願いします★ 初回お手
紙に好きな作品等書いていただけたらありがたいです★ 弱虫ペダ
ルやスラムダンク好きだと嬉しいです★

しおりさん
お江戸通り 737番地 2020年4月30日まで

女性
20代

映画鑑賞、シール集め、愛犬の写真を撮ること、
ライブDVD鑑賞

はじめまして。愛犬とBUMP OF CHICKENが大好きです。双極性
障害(Ⅱ型)で通院中ですが、他の方と変わりない日常生活を過ごし
ています。趣味が同じ方、精神疾患をお持ちの方ともお話出来れ
ば嬉しいです。長々と失礼しましたm(_ _)mよろしくお願いします。

きよかさん
もみじ饅頭通り 115番地 2020年7月31日まで

女性
20代

音楽鑑賞(RADWIMPS、米津玄師)、旅行、映画鑑
賞、カフェ探し、寝ること

はじめまして。30手前の会社員です。学生の頃、手書きの手紙の
やり取りが好きでした。なんでもない日常のことを、またゆったり
やり取りできればと思います。R2.2～始めます。短文、長文気に
しません。絵も嬉しいです。よろしくお願い致します。
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れもんさん
古都みやび通り 138番地 2020年7月31日まで

女性
40代

Live、Postcrossing、郵便、猫

仕事の休みや時間の関係で元々少ない友達も更に少なくなってし
まい、割とどこでも1人でふらっと遊びに行きます。 アニメやゲー
ム、子どもさんの話なんかはちょっと苦手です。 封筒・便箋などは
こだわりませんが、字が汚いとかの意味ではなく雑な文章を書か
ない方がいいです。 ゆるーくほっこりできるようなやり取りができ
ればいいなーと思っているので、よろしくお願いします☆

りんごさん
お江戸通り 175番地 2020年4月30日まで

女性
50代

文通、紙ものあつめ、サンリオキャラ、雑誌をみること、散
歩、ガーデニング、ケーキ、デパコス、

こんにちは　再入会の者です。お手紙を頂くのはうれしいですよね。
村が懐かしくてまた帰ってきました。はがきのようなライトなもの
も大歓迎です。長く続けていきたいです。よろしくお願いいたしま
す。すみませんが女性限定でお願いします。

ポンズ母さん
琵琶湖通り 45番地 2020年4月30日まで

女性
50代

紙モノ集め、百均パトロール

多忙な毎日の生活のなかで、時間を見つけては、集め
た紙モノでちまちま工作をたのしんでいます。同じ趣味
の方と情報交換が出来ればいいなあと思います。

雪乃（ゆきの）さん
ピーナッツ通り 315番地 2020年7月31日まで

女性
40代

宝塚、ミュージカル、80年代アイドル＆歌謡曲、
筋トレ、ペン字練習

はじめまして。雪乃と申します。昭和47年生まれで、夫と小4の娘
がいます。過去に（大昔！）文通経験があり、あの頃のドキドキ
ワクワク感をまた味わいたくて文通村に入村しました。趣味が合う
人も、そうでない人もお手紙頂けたら嬉しいです。よろしくお願い
します。

マリオンさん
お江戸通り 739番地 2020年4月30日まで

女性
40代

カラオケ、映画鑑賞、TVゲーム、猫を愛でる、知
識吸収

中学生の頃文通をしていたのを思い出し、久しぶりに手紙で
色々な方と交流したくなり、入会しました。子供のいない40代パー
ト主婦です。猫2匹と暮らしています。日々の事や趣味の事など、
色々な事をお話できたら嬉しいです。


