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第246号

2020年3月2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
40代

はる（旧：いちご）さん
越中通り 42番地

2020年5月31日まで

女性
20代

コラージュ、紙もの、ほぼ日、絵本、読書、金魚
はじめまして、ゆっくりなペースで文通したいと思います。
紙もの好きです。仲良くなったら、ちょっとしたおすそ分
けもたまにしたいです。コラージュ封筒で、お手紙を出
すときもあります。よろしくお願いします。

女性
60代

ゆうやけこやけさん
琵琶湖通り 46番地

2020年5月31日まで

女性
30代

チョコミントさん
しゃちほこ通り 277番地

2020年8月31日まで

女性
20代

春菜さん
なにわ通り 355番地

2020年5月31日まで

文具、雑貨、漫画、小説、アニメ、映画鑑賞(ダイハード、
ホームアローン、紅の豚が好きです)
SNSの速度に疲れを感じることが多くなってしまい、小学生の頃か
ら憧れていた文通を始めることにしました。女性との文通を希望し
ています。ゆっくりとした文通の空気感を一緒に楽しめる方と、無
理せず長くやり取りができたらと思います！違う趣味を持つ方とも
お話ししてみたいです。よろしくお願いいたします。

2020年5月31日まで

こんにちは☺︎ 小4年.3年の女の子と2歳の男の子の母です☺︎ 半
年くらい前から手帳を書くことを始めほぼ日、M5、mini6、A5のシ
ステム手帳を使っています( ˶˙ᵕ˙˶ ) 空いた時間等にスタバやおう
ちにてお茶を飲みながら手帳Timeをするのが楽しみです⁎⋆* 一緒
の趣味の方とお話したいです☺︎ よろしくお願いします( ¨̮ )

女性
40代

しろくまさん
ねぷた通り 41番地

2020年8月31日まで

読書、ドラマ・映画鑑賞、純喫茶めぐり、温泉、他
はじめまして。時々無性にお手紙を書きたくなる時があり、こちら
に入会してみました。色んな事に興味はありますが、のめり込む
性格ではないので、知識は浅いと思います。他愛ないお話をのん
びり楽しくお手紙でやりとりできたらいいなあと思っています。よ
ろしくお願いします。

女性
40代

ヨガ、ロードバイク、ハンドメイド、喫茶店巡り
かねてより気になっていた文通村にとうとう入村しました！文通歴
は5年ほど、仕事柄あまり人と接する機会がすくないのでお手紙を
通していろんな方とお話しできたらいいなと思っております。新た
なご縁楽しみにしております。

相模ハマっ子通り 342番地

手帳、アニメ、文房具、ほぼ日、スタバ

ソーイング、セキセイインコの世話
はじめまして、全くのインドア派です。この歳になって、
字を書いて気分を落ち着けることの不思議さを味わって
います。よろしくおねがいします。

37*さん

リトルミイさん
彩の国通り 82番地

2020年8月31日まで

映画鑑賞(新作旧作かなり観てます)、読書(本、漫
画)
日常生活の中の一コマを、机に座って、見えないどこかの誰かさ
んと、徒然を語れたらいいなと思い、希望致しました。楽しいこと、
嬉しいこと、悲しかったこと、色々と話したいです。近くの方には
言わない事、話しませんか？

女性
20代

しずくさん
めんこい通り 62番地

2020年5月31日まで

文通、映画鑑賞、読書等
しずくと申します。趣味で文通をしていて、こちらにも
興味がありましたので登録しました。映画と音楽がすご
く好きですが、多趣味です。よろしくお願い致します！
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女性
50代

2020年3月2日

みつさん
彩の国通り 345番地

2020年8月31日まで

女性
20代

フラダンス、ハイキング、茶道など
はじめまして。 50代のみつと申します。 男の子二人の母です。
現在は次男が打ち込んでいるサッカーの観戦を楽しみつつ、フラ
ダンスのお稽古をしております。 若い頃は表千家の茶道を嗜んで
おりました。 最近「つばき文具店」という小説を読み、久しぶりに
お手紙のあたたかみに触れてみたくなり、お申し込みをさせて頂
きました。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

女性
30代

卯月（うづき）さん
お江戸通り 746番地

2020年5月31日まで

女性
20代

美由（みゆ）さん
桜島通り 49番地

2020年5月31日まで

女性
50代

ハナウマさん
茶畑通り 153番地

2020年8月31日まで

女性
20代

女性
50代

ともさんさん
なにわ通り 356番地

2020年5月31日まで

よしきさん
とちおとめ通り 89番地

2020年5月31日まで

一人旅、ディズニー、読書、妄想、空想、睡眠
仕事ばかりで新しい事をしたい 色々な人と関わりたい と
思ったので文通をしたいと思ったしだいです。文通を通
してその人のことを知れたらいいなって思ってます！

女性
30代

ここあさん
お江戸通り 747番地

2020年5月31日まで

読書、音楽(特に洋楽で、邦楽も聴きます)、美術、
カフェ
はじめまして。ここあと申します。文章を書くのが大好きなのと、
メールやSNSでは味わえない交流をしたいと思い、参加しました。
文通だからこそ話せるような、色々なことを穏やかにお話ししたい
です。よろしくお願いします。

女性
30代

ガーデニング、温泉、テレビ、ゲーム(ポケGO)、カフェ＆雑
貨屋巡り、ハンドメイド、読書

小中学生の時、文通していましたが最近では文字を書く
機会がありません。子供の頃のようにポストを開けるワ
クワクが味わいたくて入会しました。日常の些細な事を
やりとりできたら嬉しいです。よろしくお願いします。

2020年5月31日まで

初めまして。「もね」と申します。登録したばかりで分からないこ
とだらけですがお手紙を書いたりすることが大好きです。趣味など
に共通点が無くとも何かのご縁でやり取りが始まったら嬉しいです。
色んな話や言葉を交わせたらいいですね。よろしくお願い致します。

ドラマを観ること、アニメ鑑賞、文房具集め、ドラ
イブ、メイク
文通村初心者、20代OLです。最近はセルフネイルを頑張ってます。
メイクの話はもちろん、映画やドラマ・アニメ・マンガの話大歓迎
です。レターセットをたくさん持っていて、生かすことができたら
と思い登録しました。どうぞよろしくお願いします。

信濃通り 103番地
音楽鑑賞、お料理、グルメ

日記、カフェ、100均、コスメ、YouTube、邦画、水族館、
鳥、ペンギン、夫婦2人暮らし
30代半ば・既婚・子供は居ません。個人事業主で仕事ばかりの
日々ですが、比較的時間を自由に使える環境です。インコと一緒
に生活しています。幼いころから、手紙を書くことが好きでした。
日常の何気ない話から深い相談まで、気楽に気長に手紙で交わし
ていけたらと思っています。長文でも短文でも構いません☆

百寧さん

ショコラさん
加賀の国通り 48番地

2020年5月31日まで

歌う事、読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、スピリチュアル好き、
ハンドメイド 、レターセット集め
はじめまして！30代の独身女性です。 私は、体調不良になってか
ら引きこもりになってしまいましたが、今はハンドメイドアクセサリー
を作ったり、YouTubeを始めたりと、少しずつ新しい道も開けて来
ました。ずっと前から文通に興味があり、レターセットを集めてい
たのですが、なかなか使う機会がなく、やっとこちらに登録しまし
た。どんな方と出会えるのか、楽しみです☆

女性
20代

ちえまるさん
どさんこ通り 245番地

2020年8月31日まで

海外ドラマ、読書、スポーツ観戦、ドライブ、美食美術館巡
り、デパ地下、手芸、洋楽など。

御朱印集め、野球観戦、美容、音楽鑑賞、漫画、
２時間ドラマ、ポケモンGO、ツムツム

e-mailなどなかった時代、手紙を書くことが大好きでした。字を書
く機会がどんどん減ってしまうことに寂しさを覚えます。現在は独
身で母と二人暮らし、猫が４匹おります。パートで働いていますが、
新しい出会いも少なく、また自分とは違う趣味をお持ちの方々に、
今まで知らなかった世界を教えて頂くのも楽しみです！どうぞよろ
しくお願いいたします～

美容ディーラーに勤めております。初めての文通村なのでワクワク
しています★最近プロ野球にハマりました、巨人ファンです。御朱
印集めもはじめました！！名探偵コナンが昔から好きです。音楽
はメロコア、服はスケーターファッション、なかなか趣味が合う方
はいないのかなと思いますが…同年代の方と仲良くなりたいです！
良ければ仲良くしてください♪良いご縁がありますように。
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女性
40代

2020年3月2日

ゆうかりさん
相模ハマっ子通り 346番地

2020年5月31日まで

女性
20代

読書、映画、音楽、格闘技、料理、お酒、ヨガ、
散歩
はじめまして！子供の頃から手紙を書くのが大好きで、また始めた
くなり登録しました。幅広い世代の方とやりとりしたいです。好奇
心旺盛なので、例え趣味が合わなくても、あなたの楽しい事を教
えてもらいたいです。返信はマメな方です。楽しい事もそうでな
い事も、色んな思いを伝え合えたらと思います。

女性
20代

あずみさん
桜島通り 50番地

2020年5月31日まで

20代の学生です。現在生活の時間の多くを大学の研究
室で過ごしています。日々の生活の中であった何気ない
ことを、誰かと手紙で共有してみたいと思っていました。
のんびりとときめく時間をつくれたら幸いです。

女性
30代

ツナさん
2020年8月31日まで

初めまして。弐寺とお絵かきばかりしてます。 昔から文通をやり
たいと思っていました。 自分の知らない趣味をいっぱい知りたいで
す。皆様の特技や、好きなコトをたくさん教えてください！よろし
くお願いいたします！

ナギさん
相模ハマっ子通り 348番地

女性
30代

2020年5月31日まで

家にいる時も移動する時もずっと音楽を聴いてるくらいの音楽好き
です。ボカロ、JPOP、洋楽なんでも聴きますので、オススメを教
えて貰えると嬉しいです。 また、関西出身ですが最近関東で一人
暮らしをはじめたので、自炊に挑戦中！ご飯のお話も好きです。
年齢性別問わずいろんな方とやり取りできると嬉しいです。よろし
くお願いします。

あいさん
しゃちほこ通り 279番地

桜島通り 51番地

2020年5月31日まで

2020年8月31日まで

動物、雑貨、ハンドメイド、韓ドラ、絵本、音楽、
(本)
３０代専業主婦です。 字は得意じゃないけどレトロなことが好き
で登録しました。 メンタル持ちです。ハンドメイド、昭和レトロ、
韓ドラ好きです！犬を飼っています。 本は苦手ですが、勉強のや
り直しも込めて読み調べる努力をしています。 今はハンドメイド
の習いごとを我慢。 やってこなかった運動で体力作りを頑張ってま
す。

なちこさん
越後通り 93番地

2020年5月31日まで

読書、映画鑑賞、お酒、甘いもの、ポケモン、ゲー
ム、アニメ、LGBT
はじめまして、なちこです 可愛い便箋を集めることが好きなので
すが使う機会もあまりなく、文通村を利用することを決めました。
仕事は医療、福祉関係に従事しております。日本酒を飲むことが
好きで緩くアニメを見ながら嗜んでいます。日頃の楽しいこと、悲
しいことなど手紙で共有出来たらと思います(^^)年齢問わず色々な
日常を教えて頂きたく思いますので宜しくお願いします！

女性
30代

読書、音楽鑑賞、写真撮影、散歩、料理

女性
30代

しおさば。さん

初めまして。 文字を書いたり、レターセットやメモ帳を集めるのが
趣味で、この度この村へ入村することにしました。旅行やパワース
ポットに行くことも好きなので、御朱印集めにも興味があります。
来年、資格取得の為に国家試験を受験しますので、何か目標があ
る方、私と試験勉強の合間に手紙の交換をしませんか？ 皆様から
のお手紙楽しみにしています。

ビートマニア（その他ｲﾛｲﾛなゲーム）、お絵かき

女性
20代

2020年5月31日まで

文房具、レターセット、メモ帳集め、読書、映画
観賞、料理、旅行、カフェ巡り。

もみじ饅頭が有名な県で生まれ結婚を機に桜島の県に引っ越しまし
た。 気が付けばSNSばかり触ってしまう毎日ですが、高校の時文
通をやっていたことをふと思い出しまた始めてみたくなりました。
楽しくのんびり続けていきたいです。どうぞ宜しくお願いします。

しゃちほこ通り 278番地

相模ハマっ子通り 347番地

洋服、紅茶、北欧、雑貨、猫、散歩、料理、アニ
メ

読書、カフェ巡り、お散歩、料理

女性
10代

依鷲美さん

椿さん
茶畑通り 154番地

2020年8月31日まで

アニメ、ゲーム、読書、カラオケ、ハーブティ
初めまして、椿と申します。仕事をしながら夫と2人で楽しく生活し
ています。 そろそろ子供が欲しいなと思っていて、ゆっくりですが
妊活もしています。 アニメやゲームが好きで、最近だと刀剣乱舞
やヒプマイ、落乱が好きです。 手紙を通して皆さんの好きなもの
を教えていただいたり、日々のささやかな出来事などについてお
話し出来たらなと思います。

女性
40代

ゆふかさん
加賀の国通り 49番地

2020年8月31日まで

観劇、猫、ドラマ、映画、御朱印、鉄道の旅、ドライブ、
ひとりごはん、読書、珈琲、宝塚

初めて入村します。夫と子供、猫と暮らしています。趣
味のために仕事を頑張っています。家事はできる人がで
きる時にやればいい派で、外食大好き。お手紙はゆっく
り心をこめて書きたいと思います。
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女性
40代

2020年3月2日

実華さん
六甲通り 258番地

2020年5月31日まで

女性
40代

ちよりさん
なにわ通り 357番地

2020年5月31日まで

文通、レタセ集め、ドライブ、買い物、食べること

イラスト・マンガを描く、ライブ参加、甘味を食べ
る、ネイル、坂本真綾

久しぶりに文通がしたいなぁと入会させてもらいました。 息子二人
の子育ても落ち着き、自由になる時間が増えてきました。フル働
きしている主婦ですが、慌ただしい毎日の癒しや楽しみになるよう
な文通をしていきたいです。 どうぞよろしくお願いします。

はじめまして！まんが教室で講師の仕事をしています。
猫を4匹飼っていて毎日がてんてこ舞いです。色々な方
とお話してみたいです。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

女性
20代

巴月さん
どさんこ通り 248番地

2020年8月31日まで

女性
20代

漫画、アニメ、文房具

要さん
常陸の国通り 112番地

2020年8月31日まで

女性
30代

みさきさん
2020年5月31日まで

2020年5月31日まで

女性
20代

脳髄ゴリラさん
ちょるる通り 53番地

2020年5月31日まで

動画、ゲーム(ホラー系)、スクラッチアート、1人ごはん、音
楽鑑賞、読書、ひとりショッピング

最近は誰かに手紙を書くとこともなくなり、この村を偶然
知って何か文章での交流ができたら楽しいかな、と思い
参加を決めました。 季節の便り、身の回りの自然や好
きな趣味のお話が文通でできたら幸いです。

日々さん
なにわ通り 358番地

お江戸通り 750番地

スピード感が求められるネット社会に少し疲れ、入村しました。独
身の個人事業主です。海外ドラマと洋画がお好きな方とはマニアッ
クなお話を、読書がお好きな方からはオススメを教えて頂きたい
です。(最近十二国記の新刊を読んで泣きに泣きました！ミステリー
も好きです) 穏やかな日々を大切にしています。様々な年代の方
とやりとりできたらいいなぁと思っております。

読書、散歩、庭いじりなど

女性
20代

ノクターンさん
クラシック音楽、美術館、読書、海外ドラマ、洋画、
カフェ、旅行、香水、整理整頓

はじめまして、要と申します。万年筆とインクを購入し、いてもたっ
てもいられず登録をしました。文字の練習を兼ねつつ、文通という
のんびりとしたやりとりに憧れています。年齢性別関係なくやりと
りできたらいいな、よろしくお願いします。

しゃちほこ通り 280番地

2020年8月31日まで

ハンドメイド、ネットゲームが好きです。現在は文通、
名探偵コナンが主になっています。

イラスト、コスメ、アニメ、漫画

女性
60代

かすていら通り 47番地

ハンドメイド、ネットゲーム、文通、名探偵コナン

巴月（はづき）と申します。昔から文通に憧れていて、この度入
村させていただきました。人の話を聞くのが好きなので、年齢性
別問わず、日常のことや趣味のことをたくさん聞かせてくださる方
と繋がれると嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
20代

りんちゃん@りりぃさん

2020年5月31日まで

読書、映画鑑賞、アニメ、マンガ、旅行、写真撮影、ゲーム
（今は文アルをやっています）
初めまして、日本で働いている台湾人です。最近、万年筆とイン
クを購入し、ペン習字を習い始めました。そして、日本語も練習し
たいと思って登録してみました。 色々な方と話しできれば嬉しいで
す。 よろしくお願いします。

若い頃にしていた文通をまた再開したくなり始めました。
東方神起とSUPER JUNIORが好きな25歳です。 ゆっくり
のんびり色んな方とお知り合いになれたらいいな。

女性
30代

ピヨさん
どさんこ通り 249番地

2020年5月31日まで

ランニング、旅行、スキー、音楽、登山
今朝活を極めたいと研究中です。ですが思うように起きれなかっ
たりとなかなか実行できず、うまくいきません。朝活をして、もっ
と1日にゆとりのある生活をしたいと思っております。もし、朝活やっ
てるよっという方ございましたら、アドバイス下さい。ですが、手
紙の内容は何でも大歓迎です。もっと世界を広げたいので。年齢、
性別も問いません。お手紙楽しみに待ってます!!
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女性
20代

2020年3月2日

ゆきらさん
常陸の国通り 113番地

2020年5月31日まで

女性
50代

動物、イラスト、スライム、写真

まるみさん
彩の国通り 347番地

2020年8月31日まで

女性
40代

ぽんさん
2020年5月31日まで

初めまして。ぽん といいます。レターセットやポストカードを見る
と、わくわくします。好きなものは珈琲とチョコレート。日常のこと、
モノ作りが好きだったり、絵を描くことが楽しかったり、いろいろ
なお話ができたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。

おともさんすけさん
日向の国通り 27番地

女性
40代

2020年5月31日まで

さくらさん
お江戸通り 751番地

2020年5月31日まで

初めまして。ようやく子供も卒業し、シングルマザーとしての責任
もひと段落ついたところです。精神的なアレコレで在宅業務として
現在も頑張り続けています。合間に読書やゲームで気晴らしして
みますが、色んな人とも繋がりたいなと思い登録いたしました。ど
うぞよろしくお願いいたします。

女性
10代

黄金うさぎさん
杜の都通り 118番地

2020年5月31日まで

文通、100均巡り、サンリオ、KPOP、ジャニーズ、アイドル、
ゲーム(PUBGや第五人格)

養鶏の仕事をしており、人と触れ合う機会が少ないことが悩みの
種です。 昔、友達と文通をしている時期がありました。現在
はSNSでのやり取りが主流になっていますが、文通の楽しさをもう
一度味わいたいと思い、文通村に入村しました。 24歳です。綺麗
な文字は書けませんが、丁寧に書くことを心がけます。よろしくお
願いします。

めいさん
火の国通り 42番地

2020年5月31日まで

読書・ネットショッピング・占い・文具集め・音楽鑑
賞・ネットゲーム

楽器、ラジオ、読書、野球観戦

女性
20代

ちゅら海通り 54番地

初めまして♪趣味はいろいろありますが、今はあまり時間が取れな
いので、そのうちまた復活したいなぁと思いつつ、日々を過ごして
おります。息抜きは、車中で一人になった時に音楽を聞いたり、
コーヒーを飲みながら考え事をしたりする事でしょうか。そこに文
通がエッセンスとして加わったなら、人生より彩り豊かになるので
はと思っております。よろしくお願いいたします(*^^*)

音楽、ハンドメイド、カフェ巡り、カラフルなもの、
絵を描くこと

男性
20代

ぬちばなさん
旅行、ピアノ、映画やテレビ観賞、カフェ巡り、お
しゃべり、着物を眺める事

はじめまして、独身社会人で文通初心者です。毛糸で編むマスコッ
ト「あみぐるみ」を作ったり、御朱印集め、バスツアーに参加した
りと、マイペースに日々を過ごしています。のんびりペースでやり
取りできたら幸いです。趣味や日々の出来事をお話ししましょう。
宜しくお願い致します。

もみじ饅頭通り 77番地

2020年8月31日まで

音楽が好きで、たまにサックスを吹いています。 ステキ
な喫茶店を見つけるとついつい...

編み物、アニメ、神社、国内旅行

女性
40代

さるぼぼ通り 65番地

音楽鑑賞、楽器演奏、カフェ巡り、お菓子作り

はじめまして。前に文通をさせていただた事がありまして、私の
都合で途切れてしまいました。また改めて知り合えたら良いな
と(*´꒳`*) 動物は何でも大好きです。写真も撮るのが好きでアッ
プで撮るのにハマってますw まだまだ好きな事はあるのでご興味
があれば是非お相手してください、年齢や性別気にしません！楽し
くお話しできたらなと思ってます( ´∀｀)

女性
30代

エリザベスさん

2020年5月31日まで

アニメ、漫画、ゲーム（モンハン）、お酒、サイクリング、
家庭菜園、イラスト、旅行、映画鑑賞
大学上京を機に6年間東京に住んでおりましたが、昨年実家の熊本
に戻ってきました。東京にいた頃の友人と文通をしておりましたが
相手の返信が滞ってしまい、少し寂しい思いをしているので登録し
てみました。双極性障害を患っておりますがマイペースにイラスト
レーターのお仕事をしてなんとか生きております笑 よろしくお願い
します！

基本的にはKｰPOP、ジャニーズ、アイドルが好きです！
割となんでも知ってます！趣味が合う方や合わない方ど
ちらでも大丈夫なので、気軽に声掛けてください！

女性
60代

プーちゃんさん
常陸の国通り 114番地

2020年5月31日まで

映画、カフェ巡り
私は映画と食べることが大好きなおばさんです 年老いた
三女（犬）と二人暮らししてます こんな私とお友達になっ
てください
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女性
30代

2020年3月2日

ほしのさん
相模ハマっ子通り 191番地

2020年8月31日まで

女性
10代

音楽鑑賞、洋裁、手芸、コーヒー、紅茶、文房具、
映画、ミュージカル鑑賞、読書、旅行
30代の主婦です。日々を丁寧に過ごせるよう工夫しながら暮らし
ています。 幼い頃から「赤毛のアン」が大好きで、今でも時々読
み返しています。 日々の出来事や、感じたことなど、お互いにゆっ
くりお話しし合えたらと思っています。気楽にお手紙書いていただ
けたら嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

女性
20代

おうじさん
越後通り 94番地

2020年5月31日まで

買い物、読書、音楽、ゲーム

夏実さん
古都みやび通り 140番地

なにわ通り 359番地

2020年5月31日まで

読書、映画、カフェ巡り、買い物、水族館、写真
はじめまして。一人暮らしをしています。ポストに誰かから手紙が
届くワクワク感が日々の楽しみになるかと思って始めました。
日々の発見や趣味のこと、色々聞かせて欲しいですし、幅広い年
代の方、趣味が合う方とたくさん話したいです！よろしくお願いし
ます。

女性
50代

京香さん
とちおとめ通り 13番地

2020年5月31日まで

映画鑑賞、音楽鑑賞、カフェ巡り、温泉巡り、カ
ラオケ、アロマテラピー

20代前半社会人です！もともと姉と文通していましたが、もっとい
ろんな人にお手紙を書きたくて登録しました！ KPOPやyoutube見
たりドラマ見たり絵を描いたりすることも好きです！年代問わずい
ろいろな方と文通したいです！よろしくお願いします

女性
20代

りんかさん

2020年8月31日まで

読書(小説･漫画)、映画鑑賞、犬と散歩、温泉、趣
味探し
何かわくわくするような新しいことを始めたくて入会しました。 日
常のささいな独り言や悩み、どうでもいいけど誰かに話してみた
いこと、手紙で話しませんか？ 文通は小学校以来なので拙いお手
紙になるかと思いますが、仲良くして下さると嬉しいです。

はじめまして。主婦です。夫と二人で暮らしています。
文通を通して色々と沢山お話ししたいです。良かったら、
仲良くしてくださいね。 お友達になってくださいね。 ど
うぞよろしくお願いいたします。

