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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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さくらさん
信濃通り 47番地 2020年8月15日まで

女性
40代

朝ドラ、大河ドラマ、ランニング、読書、記念スタ
ンプ

はじめまして。子供がいない夫婦二人暮らしのパート主婦です。
夫の転勤でやって来た地で友達もできず、仕事と家の往復ばかり
の日々に何か楽しみを作りたいと思い入村しました。日々の何気
ないことなど、ゆる～くお話できたらいいなぁと思っています。ど
うぞよろしくおねがいします。

まぁこさん
きりたんぽ通り 28番地 2020年5月15日まで

女性
30代

裁縫、卓球、DIY

いろんな方と文通したく再入会いたしました。 犬、ジャ
ニーズ、紙モノ好きです。 7月に出産予定です！ 年齢、
性別気にしません。 よろしくお願いします！

ごまごまさん
杜の都通り 92番地 2021年2月15日まで

女性
30代

レタセ集め、マステ集め、万年筆、インク集め、メイク、ス
キンケア、ダイエット、音楽鑑賞

専業主婦してます٩(ˊᗜˋ*)و事情があり外に出るのが苦手なのでお
手紙が癒しですー！ あたしはレタセを使いますが便せん3枚目から
コラージュレタパ使います(*´∀｀)カラーインクが好きです！アプリ
ゲーム等も好きです！ラブライブとアイマスとFGOしてます！ 気
軽にお手紙ください！

雨森さん
信濃通り 78番地 2020年5月15日まで

女性
40代

手芸、読書、手帳・文房具、うさぎ、古代歴史

諸事情により停止してしまっていた文通村にこっそりと帰ってまいり
ました…。 相変わらず、本屋と文房具店と無印良品にはいくらで
も入り浸れる自信がある、うさぎ大好きなのんびり母さんです。
気持ち新たに『まったり・無理せず・楽しみながら』を心掛けつつ、
老若男女問わず気楽にお手紙を通してお話できたら嬉しいです。

鈴蘭さん
どさんこ通り 240番地 2020年5月15日まで

女性
50代

読書、さくらももこ、渡辺淳一、浜田省吾、漫画、
パン作り、クイズ番組鑑賞、お笑い、

はじめまして、鈴蘭（すずらん）と申します。 ５０代独身。 生ま
れも育ちも北海道の道産子です。 学生時代、雑誌で知り合った方
と文通した経験があります。 四季折々の事、日々の出来事、他愛
もない事等 誠心誠意をもってお手紙書かせて頂きます。 よろしく
お願いいたします。

きつねさん
どんたく通り 177番地 2020年5月15日まで

女性
10代

読書、ヒゲダン、お散歩、ドライブ、ダイエット

はじめまして。社会人です。 読書が趣味で「手紙屋」「ツバキ文具
店」「ナミヤ雑貨店の奇蹟」を読んで文通をしたくなりました。 い
ろいろな方と楽しく文通をしたいです。 少し人見知りな私ですがど
うぞよろしくお願いいたします。

パステルさん
常陸の国通り 107番地 2020年5月15日まで

女性
40代

旅行、お菓子、グルメ、ラテン音楽、手紙、温泉、
海外ドラマ、ヨーロッパ、中国

手紙を書くことが好きです。インターネットに少々疲れてしまいま
したので、以前から好きだった手紙を再開することにしました。い
ろいろな方といろいろなお話できたらと思います。短い手紙になる
こともあるかと思いますが、宜しくお願い致します。

time warpさん
彩の国通り 342番地 2020年5月15日まで

女性
50代

映画、海外ドラマ、アニメ、ラジオ、講談、落語、
ヒゲダンのライブとセットの一人旅。

会社には話の合う人がなく、近所付き合いもない。同級生となら
会話を楽しめるけど、離れ離れで集まるのも難しい。このまま定年
を迎えた時、縁もゆかりもないこの地で話す相手もなく過ごすの
かと思うと…。 恐怖におののく今日この頃です(笑)



第245号 2020年2月15日
3　　

ちゅみさん
相模ハマっ子通り 340番地 2020年8月15日まで

女性
20代

音楽、爬虫類、YouTube、コスメ、ゲーム、MTG、旅行、
アニメ、コスプレ、カメラ

アラサー会社員です。 学生時代に友人とやっていた文通が恋しく
なり、入村しました。 たくさんお手紙がポストに届いたらいいなぁ
という願いを込めて、私もお手紙を書こうと思います。 長文・短文・
イラスト、どれでも嬉しいです。 同年代・年が離れている方でも、
大歓迎です。 手紙お待ちしています！

りえるもさん
常陸の国通り 108番地 2020年8月15日まで

女性
30代

読書、食べること、お出かけ、自然、神社、ハン
ドメイド

初めまして。あれこれ手を出してしまい、趣味と言えるほどの趣味
がないのですが、手紙や文字を書くことはずっと変わらず好きです。
これを機に文通が趣味になればいいなと思っています。夫と二人で
自営をしています。子供はいません。ゆるく妊活中(不妊治療)です。
普段ほとんど夫としか交流がないので、皆さんといろいろな話がで
きたらうれしいです。よろしくお願いします。

けいさん
相模ハマっ子通り 341番地 2020年8月15日まで

女性
40代

料理、パン作り、パン屋巡り、買い物、食べるこ
と、温泉、国内旅行、うさぎ

旦那とうさぎと暮らしてます。子供がいないとなかなか
交流も広がらず、家と職場の往復な日々です。同じよう
な境遇の方はもちろん、いろんな方とお話出来たらなと
思ってます。

むーさんさん
加賀の国通り 46番地 2020年8月15日まで

女性
30代

読書、文通、ショッピング

はじめまして。小さい頃から文通が大好きでずっと続けていました
が、ここ数年は仕事が忙しいと文通から遠ざかっていました。です
が、3月に出産予定でお休みに入ったため、また文通をはじめた
い！！と思い、こちらに入会させていただきました。日々の何気な
い話から子育ての話、趣味の話など、みなさんと楽しくやり取りし
たいです。よろしくお願いします。

もこさん
信濃通り 101番地 2020年8月15日まで

女性
30代

文房具集め(レタセ、カラーペン等)、ゲーム、アニメ、カラ
オケ、読書、音楽、舞台、猫

独身、会社員です。学生時代振りに文通してみたいなぁと思い登
録しました。手書き文字や手紙を書くこと大好きです。家には５匹
の猫が居て猫歴は7年ですが、それ以前はずっと犬を飼っていたの
で犬も大好きです。趣味のこと、日常のこと、色々お話出来たら
嬉しいです。

なつみさん
お江戸通り 740番地 2020年5月15日まで

女性
20代

テレビ（特にドラマ、お笑い）、アニメ、マンガ、映画、音
楽、読書、国内旅行、食べ歩き

はじめまして＊ 24歳社会人、昨年結婚した夫と2人で暮らしていま
す♩基本インドアで休日はお酒を飲みながら撮り溜めたドラマなど
を見て過ごしています。女優さん、俳優さん、ジャニーズなど、か
わいい人とかっこいい人が大好きです！お互いの好きなものの話
はもちろん、恋バナ、愚痴など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◎

たかこさん
なにわ通り 353番地 2020年5月15日まで

女性
50代

インスタグラム巡り、ブログ散策、100均パトロー
ル

ワガママばあさん（実母・一人暮らし・要介護1）と、反抗期がま
だ終わらない次男（大学1回生）と向き合うストレスフルな日々を
送っています。 読書、映画鑑賞、ドラマ視聴、ゲーム、身体を動
かすこと、等は、一切しないので、日常生活に楽しみやワクワクす
る事がありません。 こんなオバチャンですが、よろしくお願い致し
ます。

りんごもちさん
六甲通り 257番地 2020年5月15日まで

女性
20代

コーヒー、烏龍茶、旅行、ネット、ゲーム、DIY、
マンガ、アニメ、グルメ、料理

はじめまして。普段字を積極的に書くことがなく、また生活に新し
い何か風を取り入れたいと思い、ぶらぶらして辿り着きました。趣
味の旅行は毎年台北にいっています。台南や高雄にも行きたいと
思っています。 性格は人見知りの見栄っ張りと思っています。口下
手な上に思考も浅いので、文通を通して人との関わりだけじゃなく
自分のことも知れたらと思って始めました。

晴日（はるひ）さん
どんたく通り 182番地 2020年8月15日まで

女性
50代

読書、旅行、ライブ鑑賞、ゆる糖質オフの料理作
り

はじめまして。成人して独立した子供が3人います。久しぶりに文
通をしてみたいなと思い入会しました。残りの人生、楽しいことを
たくさんしたいと思っています。Official髭男dismとBRADIOが好き
です。

てんさん
常陸の国通り 109番地 2020年5月15日まで

女性
40代

読書、書道、カフェ巡り、料理

日頃は図書館で裏方の仕事をしています。数年前に書道
を始め、自分の手で文字を書く愉しみを知りました。マ
イペースなのんびり人間ですが、お手紙を通じて様々な
方と交流できれば幸いです。
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茶日和さん
相模ハマっ子通り 343番地 2020年5月15日まで

女性
40代

映画、食べ歩き、お取り寄せ、散策、展覧会、タ
ロット

犬猫の里親になり大家族で賑やかな日々を送っております。数年
前、多忙で退会しましたが、状況が落ち着いたので戻りました。
前回お手紙の交換をして下さっていた方、また、新たに興味をお
持ちになさって下さる方、よいご縁があります様に。催事場や限
定スイーツ、展覧会へ行くのが好きです。お気軽にお待ちしてお
ります。

ちよこさん
加賀の国通り 47番地 2020年5月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、イラスト、美術鑑賞

子どものいない30代の既婚者です。普段は職場と家の往復の毎日
ですので、職場や近所ではお知り合いになれない様々な所や世代
の方と日常のことやニュースなどについて文通できたらと入会しま
した。読書が趣味で山田詠美さんで小説にはまり、最近は小谷田
菜月さんを読んでいます。短歌鑑賞もはじめました。

星の王子さん
出雲通り 25番地 2020年5月15日まで

男性
60代

カラオケ、映画鑑賞、イラスト、ウオーキング 旅行、インター
ネット、切手収集、温泉巡り

公務員を退職し、アルバイトをしながら、色々な趣味を
楽しんでいます。趣味などを通じて楽しく文通出来れば
と思っています。

みーとんさん
上州三山通り 77番地 2020年5月15日まで

女性
20代

ドライブ、野球観戦、音楽、 食べること、文通、
お店巡り

サービス業の仕事をしています。少しでも気晴らしになるように文
通をしております。私の好きな物は、猫･嵐･スターバックス･クイ
ズ番組･ドラマ(刑事もの)とか色々あります。あと、お酒呑みます！
こんな私ですが、文通してくださる方が増えたら嬉しいです。よろ
しくお願いします。

せんちゃんさん
ちゅら海通り 53番地 2020年5月15日まで

女性
30代

一人旅、写真、アロマ、コスメ、漫画、料理、映
画鑑賞、YouTube

はじめまして。 のんびり写真の仕事をしながら、カフェ
店員をしたりしています。映画『かもめ食堂』の世界観
が好きです(SF都市伝説系も好きです)。 今は朝ドラの
『スカーレット』にはまっています♪

真夜さん
しゃちほこ通り 225番地 2020年5月15日まで

女性
30代

文通、文房具集め、料理、100均巡り、字を書くこ
と、イラストを描くこと

はじめまして！ 私は今料理にこっています。と言っても自己流レシ
ピなどはなく、レシピ本やアプリなどに頼ってやっと毎日作ってい
る感じです。 今までは料理を全くっ言っていいほどしなかったのに、
つい最近思い立ってやってみるとなかなか楽しくってハマりました！
こんな私ですが文通をしてくださる方を募集していますのでよろし
くお願いします！

あいりさん
相模ハマっ子通り 344番地 2020年8月15日まで

女性
20代

料理、ゲーム、ポケモン、お絵かき、散歩、ダイエット、プ
ログラミング、音楽鑑賞、野球

文字を書くことが好きなので入村しました。 趣味が料理なので「こ
んなの作ったよ」などのお話ができる方や、ゲームが好きなので
面白いゲームの紹介や体験をお話しできる方とやりとりしたいと思っ
ています。 年齢や性別は問いません。上記以外のこと（趣味やお
すすめのこと）もぜひ聞かせてください笑 1通1通丁寧にお返事を
させていただきますので何卒よろしくお願いします！

まょさん
信濃通り 102番地 2020年8月15日まで

女性
20代

マンガ、アニメ、読書、カフェ巡り、イラスト描く
事、映画鑑賞

アニメやマンガが大好きでセラムン、間の楔、μ'sの大
ファンです！今は鬼滅の刃にハマってますヾ(●ﾟⅴﾟ)ﾉ

ユカコさん
六甲通り 80番地 2020年5月15日まで

女性
30代

海外ドラマ、手帳、ほぼ日、万年筆、マステ 、旅行、料理、
コスメ、散歩、アニメ、御朱印集め

以前、入村していましたがまた余裕が出ましたので戻ってきました。
一歳半の娘がいます。娘が寝た後のコーヒーを飲みながらの手帳
タイムが幸せです。海外ドラマやアニメが好きで家事をしながらア
マプラで見たりもしています。趣味が合う方もそうでない方も、
のんびりお手紙のやり取りが出来たら嬉しいです。

バンホーさん
相模ハマっ子通り 345番地 2020年5月15日まで

女性
30代

観劇、読書、文房具集め、甘い物を食べる事、動
物

手書きの文字を見ることが好きで、昔文通をしていたことを思い出
し登録しました。 観劇は小劇場メインですがおすすめなどのお話
や趣味、日常の出来事など色んなお話ができますと嬉しいです。
人付き合いがあまり得意ではありませんが 返信のペースや年齢性
別は問いませんのでよろしくお願いいたします。
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カプサイシンさん
なにわ通り 354番地 2020年5月15日まで

女性
20代

動物、スノーボード、辛い食べ物、ラーメン巡り、
歌、英語(ほんの少し!!)

はじめまして(^.^)一児の新米ママですが、今も新しい命をお腹に
授かっております。食べることと同じくらい、スノーボードや体を動
かすことは大好きなのですが母体を第一に考えて今は制限してい
ます。まだまだ未熟な私ですので 経験豊富なお姉さん世代の方と
文通できるといいなと思っております。宜しくお願いします！

るこもぐさん
常陸の国通り 111番地 2020年5月15日まで

女性
20代

ほぼ日手帳、ASMR、どうぶつの森、アジアン雑貨、
チョコレート、紅茶。

ほぼ日手帳初心者です。小さい頃から文房具や紙モノ大
好きで手紙交換も好きでした！28歳で既婚者です。子
供はいません。趣味の話や、世間話できる方とお話でき
たらなと思います( ´꒳` )

レンさん
お江戸通り 741番地 2020年8月15日まで

女性
20代

本、アート、創作活動、ファッション、占い

はじめまして。レンと申します。20代女です。文章を綴ることが好
きで、以前から文通には興味がありました。文房具もこだわりが
あったりします♪女性の文通相手さんを探しています。日常のこと
や趣味のことなど、手書きの文字でお話しましょう♪よろしくお願い
します。

美緒さん
もみじ饅頭通り 116番地 2020年5月15日まで

女性
30代

読書、ゲーム

初めまして。 夫とラグドール１匹と暮らしています。 子どもはお
りませんが、話題自体はNGではありません。 本の感想や、日常
で感じたことを中心に、匿名ならではのやりとりを楽しみたいです。
宜しくお願いします。

にーのさん
お江戸通り 742番地 2020年5月15日まで

女性
20代

動物、本、漫画、映画、音楽、スノボ、散歩、洋
服

はじめまして。にーのと申します。あなたのこと、何でもいいので
聴きたいです。最近嬉しかった事など教えてくれたら、私もハッピー
です。ちなみに私は、朝の通勤途中にネコを2匹も見れた事が幸
せでした。しかもぽっちゃりだったのでより最高です。嬉しかった
事もう1つあるのですが、続きはぜひお手紙で。他愛もない話に
お付き合いくださる方、まったりゆっくりとよろしくお願いします。

みやまきさん
伊勢通り 67番地 2020年8月15日まで

女性
30代

読書、料理、美術館・博物館巡り、大相撲、野球観戦、ジ
グソーパズル、NHK、草花、国内旅行

はじめまして。読書は原田マハが好きで、他にも月20冊程読みま
す。音楽やアニメには疎いですが大相撲は語れます。最近は少し
だけ丁寧に暮らすことを心がけています。趣味のこと、日々の嬉し
かった出来事などお話しできたら嬉しいです。夫と2歳の娘の3人
暮らし、実家の祖母の介護もしています。子どもの話を前面に出
すことはしないつもりです。文通初心者ですがよろしくお願いしま
す。

べちこさん
お江戸通り 743番地 2020年8月15日まで

女性
30代

文房具集め、読書、ダンス、K-pop、語学、カフェ

読書(特にファンタジー/日記風/手紙風など)、文房具や手帳も好き
です。その他ダンスやアイドル(特にK-Pop)が好きで色んなグルー
プを応援しています。中国系カナダ人(中国語は下手だけど笑)な
ので英語で文通がしたい方もぜひ！中国語と韓国語も勉強してま
す！色んな方と仲良くなりたいです。のんびり交流したいと思って
います。よろしくお願いします！

ラテ子さん
お江戸通り 744番地 2020年5月15日まで

女性
20代

美味しいご飯屋巡り、カフェ、コンサート、猫、ジ
ム、お花、映画、旅行

こんにちは。 20代主婦(子供はまだいません)パート勤務でのんび
り生活しています。 小中学生の頃文通をしており、懐かしくまた
始めたいと思いました。 以前猫を飼っていて猫や動物が大好きで
す。 ジャニーズも好きです。(結婚してからはひっそりファン)色ん
な方と日々何気ない日常を綴れたら幸せです。よろしくお願いしま
す。

まるこめさん
古都みやび通り 139番地 2020年5月15日まで

男性
40代

ランニング、音楽鑑賞、ツーリング、献血

40代既婚子供います。 単身赴任であり、趣味もあまりないため時
間をもてあまし、何か新しいことをやってみようと思い、初めての
文通にチャレンジしてみます！皆さんのおすすめの趣味や楽しん
でることを教えてもらえたら嬉しいです！ よろしくお願いします！

Jさん
お江戸通り 745番地 2020年8月15日まで

女性
40代

映画、読書、キャンプ、グルメ、旅行

都心で慌ただしく生活しています。 住んでる場所、世代の違う方
と日常のたわいのないことを話したり、意見の交換を、この時代だ
からこそ手紙にしたいと思っています。 映画、読書、観劇、国内
外の旅行が好きです。
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ようよさん
茶畑通り 152番地 2020年8月15日まで

女性
40代

ねこ、TV「小さな村物語イタリア」、スーパーでの
おかし棚めぐり

はじめまして。手紙を通じて、ざっくばらんにお話しした
いです。山と川のある村に住んでいます。早咲きの桜の
つぼみを見ながら、ステキな出会いにわくっ！としてい
ます（^_^）。よろしくお願いします。

さくらさん
彩の国通り 344番地 2021年2月15日まで

男性
40代

読書、日本刀観賞、居合

はじめまして、昔、文通をしていましたので懐かしくて
登録いたしました。日常のこと、趣味のこと、色々なこ
とを話せたらと思います。宜しくお願いいたします。


