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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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いちごキディさん
うつくしま通り 62番地 2020年6月15日まで

女性
30代

買い物、手工芸、カフェ巡り、読書、邦楽

初めまして。読書好きな30代女性です。カフェ巡り等が好きです。
手工芸も趣味にしており、いろいろ作ったりしています。以前より
文通をしており、手紙を書く時間は貴重な時間だと思い、また文通
がしたくなりました。いろいろな方とお手紙のやりとりをしたいと
思います。よろしくお願い致します。

詩子さん
お江戸通り 586番地 2020年6月15日まで

女性
20代

編み物、読書、アニメ鑑賞、映画鑑賞、銭湯巡り

小さいころから手紙を書くのが好きで、レターセットを集
めていたのですが書く相手もいなくなってしまいました。
緊張するけどお手紙の交換ができるのが楽しみです。よ
ろしくお願いします。

ならさん
平城京通り 60番地 2020年9月15日まで

女性
30代

ねこ、読書、イラストを見る（描く）、散歩

はじめまして、33歳のならと申します。事情があり家で過ごす時
間が多いので、人と会う機会も少なく、手紙で色々と話せたら・・・
と思い入会しました。趣味の事や日常の出来事など、まったりとお
話し出来たら嬉しいです。

アゼリアさん
伊勢通り 68番地 2020年9月15日まで

女性
50代

雑貨や100均巡り、　ヨガ、　ウオーキング、

慌ただしい毎日でしたが、今は時間がゆっくりと流れています。今
まで自分のためにだけの時間が少なかったので（不器用なので、
家事と仕事で精一杯でした）これからは、のんびり興味のあること
をしたいと思っています。小学生以来の文通も始めたいと思いまし
た。ゆっくりと文通できる方よろしくお願いします。

クロネコさん
お江戸通り 752番地 2020年6月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、読書、ポストカード集め、写真、

はじめまして、クロネコと申します。今は1歳の男の子の子育て奮
闘中です！ヒトリで映画に行ったり、カフェやショッピングにいくこ
とが楽しみのひとつでもあります。歌手のSuperflyさんが大好き
で友だちとライブに行ったりもします。文通は前からしてみたいと
思っていましたが、今回が初めてなのでゆるく楽しみたいと思いま
す！よろしくお願いします。

拳さん
彩の国通り 348番地 2020年9月15日まで

女性
40代

温泉、旅行、お酒、おいしいものを食べる、散歩

以前文通をしていたのですが、最近　気持ちに余裕が
できたので懐かしくなり入村を希望しました。最近興味
があるのは　テレビの影響でゆるキャンです。神社の雰
囲気や自然の中で過ごす時間も好きです。

みーさん
彩の国通り 349番地 2020年6月15日まで

女性
30代

絵を描く、アクセサリー作り、旅行、ハンドメイド巡り、食
べ歩き、漫画、愛犬と遊ぶ

初めまして！夫と愛犬と暮らしている30代の主婦です！イラストを
描く事が好きです！最近では、イヤリング作りをはじめハマってま
す。同じ趣味の方々と文通で色々な話しができればと思っていま
す。よろしくお願いします。

cocoaさん
琵琶湖通り 47番地 2020年6月15日まで

女性
40代

文通、文房具屋巡り、ショッピング

はじめまして。子どもの頃から文通が好きです。中3♀と
小6♂の子どもがいます。のんびり屋ですが、楽しくやり
とり出来たらうれしいです。よろしくお願いします。
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あみあみさん
ピーナッツ通り 317番地 2020年6月15日まで

女性
30代

読書、手帳、アニメ、ハンドメイド、編み物、漫
画本、文房具、100均巡り、文通

初めまして☆最近、手帳書きにハマり~字を書く時間も
増えてきたので、文通村で新たな出会いが出来たら
なぁ~と思って入村しました☆基本的に何でもOKです☆
マイペースにやっていける方よろしくお願いします。

えまさん
相模ハマっ子通り 349番地 2020年6月15日まで

女性
20代

読書、買い物、美容、映画鑑賞、落語

仕事と子育てに忙しい毎日ですが、近頃少しずつ自分の時間がで
きてきましたが、何年も趣味と言えるほどの事をしてこず、数年前
に文通をしていたので、また始めたくなりました。ポストを開けた
ときにお手紙が入っていた時の嬉しさが大好きです。 暇な時には
新作や話題のコスメをチェックしたり、Netflixで映画や洋ドラマを
観ています。 年代・性別問いません。

月子さん
日向の国通り 28番地 2021年3月15日まで

女性
50代

読書、映画、TVドラマ観賞、フラワーアレンジメン
ト、観葉植物を飾る事

少々、心が疲れていた頃にTVで文通村の事を知りました。仕事は
してませんが専業主婦と名乗るほど家事力はありません。文才も
無く、凝った便箋も持ってませんが、取り立てて話さなくてもいい
ような何気ない日常の事、時々深く思う事…その時々に感じた事
をお話できればと思います。よろしくお願いします。

momoさん
なにわ通り 360番地 2020年6月15日まで

女性
30代

１人旅、読書、ゲーム、ジム通い、観劇

■近況（3/10更新）■ 最近ｄアニメストアに登録しました
Dr.STONEを見て行っています お目に止めて頂きありがとうござい
ます。 手書きの暖かさを体験してみたいと思い登録しました。 平
日はデザイン関係の仕事をしながら、休日は極力出かけたい派の
アクティブなオタクです（笑） 一期一会を大事にいろんな趣味の
方と交流できれば嬉しいです

あいりさん
六甲通り 259番地 2020年9月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、アニメ、漫画、喫茶店やカフェでお茶を
する、神社仏閣巡り、スポーツ観戦

様々な方と文通をしたいです。 毎日仕事と家の行き帰りだけなの
で、文通を通し心の癒やしを得たいです。 家にはうさぎ2羽がいま
す。 うさぎたちと遊んでるときが癒やしです。 スポーツは主に野
球が好きでプロも高校も見ます。 お手紙は1通、1通ちゃんとお手
紙書かせていただきます。 どうぞよろしくお願いします。

鳴門金時さん
とちおとめ通り 90番地 2020年9月15日まで

女性
30代

寝ること、手話、バドミントン、お菓子作り、車、
バイク、

初めまして、鳴門金時です。30代独身です。文通は初めてですが、
男女問わず手紙で交流出来たらなと思い、お試しで入会してみま
した。車が好きで、マイペースな性格ですが、一緒に楽しめたら
なと思っています。宜しくお願いします。

naomiさん
茶畑通り 155番地 2020年6月15日まで

女性
40代

読書、ショッピング、散歩

はじめまして。夫と娘と息子、家族4人で暮らすパート主婦です。
ハンドメイド雑貨のイベントやマルシェなどに行くのが好きです。
子供たちが2人とも高校生になり、子育てもひと段落し、10代の頃
に好きだった文通をまた始めたくなりました。 日々のいろいろなこ
とをお話しできたら嬉しいです。

みきりんさん
めんこい通り 64番地 2020年9月15日まで

女性
30代

文通、文具集め、シールレタセ集め、ドライブ

初めまして★ レタセやシール・マステ集め、100均めぐりが好きで
文通も昔からやっています！！ 文通歴は…20年くらいなるかな??
今は子供がいるのでスローペースになることもありますがどうぞよ
ろしくお願いします！！

うさぎさん
茶畑通り 156番地 2020年9月15日まで

女性
50代

音楽鑑賞、映画鑑賞

こんにちは。子供の頃より文通が好きです。最近は手紙のやり取
りが少なくなりさみしく思っていました。文通村さんを見つけて嬉
しく思います。猫が大好きです。持病があり外出をあまりしません。
よろしくお願いいたします。

みどりんごさん
しゃちほこ通り 281番地 2020年9月15日まで

男性
20代

習字・書道、ラクガキ、漫画、急須のお茶、お酒、
文房具、ゲーム

字や絵をかくことがなにより好きです。人の話を聞くのが好きで、
その延長で近ごろ文通する機会があり、気持ちのこもった手書き
の字の良さを再確認しました。お酒、漫画、お茶、文房具、本な
どのオススメもお聞かせください。話下手ではありますが、いろん
な人とやりとりできると嬉しいです。よろしくお願いします。
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にゃんこうさぎさん
なにわ通り 362番地 2020年6月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、YouTube、ダイエット、料理

初めまして。映画鑑賞はよく邦画を中心に見ています。
YouTubeの話やダイエット、料理など子育てが落ち着い
て気がつくと周りに話せる人がいませんでした。 手紙で
誰かと繋がれたら嬉しいです。

さにーさん
琵琶湖通り 30番地 2020年6月15日まで

女性
40代

海外ドラマ、洋画、ミステリー小説、手芸、ハンド
クラフト

猫が4匹います。 17歳のわんこが去年旅立ちロスから抜
けられずにいます。 語学を独学するのが好きです。 以
前の方からお手紙届かなくなったので募集します。

T.M.W.K.さん
信濃通り 104番地 2020年6月15日まで

男性
10代

文房具、システム手帳、私的記録、ドイツ語学習、ライセ
ンスフリー無線、旅行、小説執筆

文房具が尋常でないほど好きです。万年筆インクは長期保存性に
こだわります。スマートフォンを利用している現在では機能を縮小
しましたが, 以前はシステム手帳に多くの機能を詰め込んでいまし
た。 なお, ドイツ語も大好きですが, 未だに上達していないため, ド
イツ語で信書を送られても辞書無しでは内容を理解しかねます。
ご了承ください。

まりさん
六甲通り 260番地 2020年9月15日まで

女性
20代

読書、刺繍、美味しいものを食べる、日記、マン
ガ、映画・音楽鑑賞、スタバ

はじめまして。28歳の会社員です。最近日記を始めて書く楽しさ
を感じ、文通もやってみたいと思い登録しました。普段は、愛犬を
ひざに乗せて読書や刺繍をして癒されています。美味しいご飯や
スイーツのお店を見つけるセンスがほしい今日この頃。日常のこと、
趣味のこと、いろんな話をしてみたいと思っています。ゆったりと
楽しいお手紙のやり取りができたら嬉しいです！

おとさん
さるぼぼ通り 66番地 2020年9月15日まで

女性
20代

文通、お絵描き、ショッピング、リラックマ

初めまして。文通村に興味があり入村しました！子育てに奮闘して
いる主婦です。日常や趣味のこと子育てのこと色々とお手紙でや
り取りしたいなと思っています。リラックマやサンリオが大好きで
す。よろしくお願いします。

ハルさん
紀州通り 25番地 2020年6月15日まで

女性
30代

手芸(編み物)、読書、映画鑑賞、コンビニスイーツ
食べること、料理

30代パート主婦です。仕事(介護福祉士)が忙しいですが、その合
間に趣味を楽しんだりしています。back numberが大好きでよく
聞いています。何か１つでも思い当たることがあればよろしくお願
いします。女性限定でお願いします。

わらびさん
紀州通り 26番地 2020年6月15日まで

女性
20代

ミュージカル、言語、ポケモン、映画、音楽、読
書、ドライブ、お酒、サブカル、旅行

初めまして。夫の転勤で今年初めに紀州へ引っ越してきました。
言語とミュージカルについては何時間でも語りたいくらい好きで、
最近独学しているのは中国語です。沢山の本とポケモングッズ、
それから舞台や映画のDVDに囲まれた家で二人暮らししています。
毎日ポストを開ける楽しみができればいいなと思い、登録しました。
よろしくお願いします。

ありすさん
杜の都通り 119番地 2020年6月15日まで

女性
20代

音楽鑑賞、英語の勉強、文房具集め

昔お手紙交換をしていた頃を思い出して久しぶりにやっ
てみたいなと思いました。マイペースなお手紙交換にな
りますが、是非よろしくお願いします。

しうさん
杜の都通り 120番地 2020年9月15日まで

女性
20代

マスキングテープ、シール、日記、手帳、カフェ、
読書

文房具を集めたり、ほぼ日や手帳など文字を書いたりす
ることが大好きです！お手紙と一緒に、マステやシール、
紙ものなど毎回小さな交換便が出来れば嬉しいです♡

おかゆさん
相模ハマっ子通り 351番地 2020年6月15日まで

女性
20代

読書（エッセイとノンフィクションが多いです）、料理本購
入、おいしいお店探し、夫と散歩

既婚の29歳です。毎日のちょっとしたことの報告など、お互いマイ
ペースにやりとりできたら嬉しいです！実生活では人見知りしがち
なので、お手紙を通じて年代・性別を問わずたくさんの方とお話し
たいです。よろしくお願いします。
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らっさみーさん
ピーナッツ通り 319番地 2020年6月15日まで

女性
30代

絵葉書集め、ポスクロ、ポケモン(アニメ)、タイ語、西洋占
星術、読書(自己啓発系)、日記、猫

国内外の旅行先や美術館でポストカード(絵はがき)を集めるのが趣
味です。私からは短文ですがポストカードでお手紙を書かせて頂
きます。気軽にやり取りできたら嬉しいです。タイに留学と駐在経
験があり、老後は移住したいなと夢を膨らませているこの頃です。

あさひさん
琵琶湖通り 49番地 2020年6月15日まで

女性
20代

読書、語学の勉強、カフェめぐり、創作

28歳の社会人で公務員をしています。子どもの頃から小
説家になるのが夢で、世界を広げたくてこちらに登録さ
せていただきました。色々なお話を聞かせていただける
と嬉しいです。

るにさん
常陸の国通り 115番地 2020年9月15日まで

女性
10代

ジャニーズ、コスメ、ファッション、料理、お菓子
作り、ダイエット、片付け

なにわ男子とKing & Princeを応援しています！！ 他は
女子力をあげようと日々頑張っていることです。 とりあ
えず、いろいろ話したいです。 趣味が合う方がいれば、
ぜひ文通しませんか？？

まなみさん
お江戸通り 753番地 2020年9月15日まで

女性
30代

ショッピング、コスメ、喫茶店巡り、塗り絵、アロ
マ、国内旅行、雑貨、大相撲

小さい頃に文通をしていましたが、久々に文通をしたくなり入村し
ました。 日常の出来事や趣味が合えば趣味のお話ができたらと思っ
ています。やりとりは、レターセットでなくてもポストカードなど
でも構いません。 字が綺麗な方ではありませんが、楽しく文通が
出来たら嬉しいです。 よろしくお願いします。

白子さん
しゃちほこ通り 282番地 2020年6月15日まで

女性
20代

読書、海外旅行、洋楽、邦楽、漫画、英語、ファッ
ション

昨年、大好きなアニメの影響でアメリカはニューヨークへ一人旅を
したのを皮切りに、旅行に目覚め一年で10か国を巡りました！古
い本が国内外問わず大好きで、少しアンダーグランドな音楽が好
きです。孤独になりがちな現代で、ほっと出来るような手紙を書き
たいです。

すみれさん
お江戸通り 754番地 2020年9月15日まで

女性
20代

読書、散歩、お出かけ、旅行、食べること、動植
物を愛でること、編み物、模様替え

初めまして。すみれと申します。 四季を感じられる食べ物や植物
が大好きです！ 読書家ではありませんが本好きなので、好きな作
品をぜひおしえてください。 社会人おひとりさま。年齢も性別も
環境も関係なくお手紙を通してお友達になれたら嬉しいです♪ よろ
しくお願いします。

あめさばくさん
古都みやび通り 141番地 2020年6月15日まで

女性
10代

音楽（米津玄師さんが好きです）、古着屋巡り、
散歩

はじめまして。文章を書くのが昔から好きで、皆様ととりとめもな
いお話を楽しみたいと思い、始めました。新しいお友達、知らなかっ
た世界に出会えると思うとわくわくします。よろしくお願いします。
きのこの山派です。

ハーブソルトさん
さるぼぼ通り 67番地 2020年6月15日まで

女性
40代

ショッピング、グルメ、パン、カフェ巡り、多肉植
物、日帰り旅行

はじめまして。結婚して気づけばもうすぐ20年になる主婦で
す。44歳、子供2人います。同じくらいの年齢の方と文通を通して
色々お話ししたいと思ってます！ポストに手紙が届く生活を想像す
るとワクワクしてきます。笑。 全国各地に友達を作りたいなっ♫ よ
ろしくお願いします。

えみみさん
お江戸通り 755番地 2020年9月15日まで

女性
40代

ミシン、手芸、工作、ハンドメイド、マステ、紙モノ、シー
ル、メダカ、食べ歩き、百均巡り

何かを作ったり、集めたりするのが好きです。メダカも
大好きです。子供もだいぶ大きくなってきましたので
久々に趣味が似ている方とお手紙交換できたら嬉しいで
す。よろしくお願い致します。

桃治朗さん
かすていら通り 48番地 2020年6月15日まで

女性
60代

読書、食べること、万年筆、犬大好き、ミッション
車、イラストロジック、

今年3回目の成人式を迎えました。 万年筆にハマり下手なのです
が字を書きたくなり文通村に辿り着きました。 犬が大好きです。
以前は良く山に登っていましたが、めっきり行かなく(行けなく)なり
ました。 基本、楽しくやりとりしたいですが、時には愚痴や悩みも
聞いて欲しいし、受け止めたいと思います。 老若男女を問わず、
お付き合いよろしくお願い致します。



第247号 2020年3月15日
　　6

ふわりさん
しゃちほこ通り 283番地 2020年6月15日まで

女性
10代

音楽を聴くこと　読書　カフェ巡り　文房具集め

はじめまして！ 4月から社会人になります☺︎ 福祉系なので同じ職
種の方いたらぜひ 文通してみたいです いろいろな人と繋がりたい
です 待ってます！ よろしくお願いします╰(*´︶`*)╯♡

ましろさん
相模ハマっ子通り 352番地 2020年6月15日まで

女性
30代

イラスト、ボディメイク、ダイエット、シルバニア
ファミリー、ミニチュア、育児日記

1歳9ヶ月男の子のママです。毎日子育てに追われてる中で隙間時
間に宅トレしたりお絵かきしたりシルバニアしたり。 バタバタして
る毎日の中、文字のやり取りをしたいなと思って入村しました。 の
んびりやりとりして下さる方よろしくお願いします。

まよいさん
相模ハマっ子通り 353番地 2020年9月15日まで

女性
30代

メイク、アニメ、ゲーム、You Tube、ポケモン、レタセ＆
シール集め、紅茶、散歩

30歳で文通歴は１０年くらい ❁ お相手のことを考えてレタセを選
んだり、季節に合わせてレタセを選んだり…とても楽しい♫ 同じ
ようにレタセやシールにこだわりのある方と文通できたら嬉しいで
す ❁ ポストカードでのやり取りも大歓迎です！

陽花さん
お江戸通り 758番地 2020年6月15日まで

女性
30代

刺繍、万年筆、切手収集、甘いもの、お茶、睡眠、
散歩

初めまして。夫と二人暮らしです。手書きでの温かみのあるやり
取りに憧れてこの村へ来ました。話を聞くことが好きなので、共通
の趣味も知らないジャンルも、幅広い年齢の方々といろいろとお話
できればと思います。好きな食べ物はインドカレーです。よろしく
お願いします。

うはぎさん
相模ハマっ子通り 354番地 2020年6月15日まで

女性
20代

読書、アニメ、漫画、舞台鑑賞、神社仏閣巡り、御朱印集
め、美術館や博物館巡り、歴史散歩

はじめまして、うはぎと申します。 とある漫画から手紙を通しての
交流に憧れがあり、この度入村させて頂きました。 現在ハマって
いるのは鬼滅と金カムです！ 共通の趣味の方とお話ができたら勿
論嬉しいですが、様々な年代や性別の方と交流をができたらいい
なと思っております(^ ^) どうぞよろしくお願いします！

つきみさん
かぼす通り 36番地 2020年6月15日まで

女性
20代

和装、つまみ細工、瀬戸康史、菅田将暉、マイメ
ロ、リラックマ

わたしは菅田将暉くんと瀬戸康史くんが好きです。私は
好きなドラマは「海月姫」です。手紙を通して好きなこ
とを話できたらうれしいです。

くまさん
お江戸通り 646番地 2020年6月15日まで

女性
30代

音楽、ピアノ、読書、料理

30代、既婚、医療関係の仕事をしています。子供の頃から手紙を
書くことが好きでした。音楽が好きで学生の頃はオーケストラに所
属していました。今はクラシックから邦楽まで何でも聴きます。年
代を問わずいろいろな方とお話ししたいです。よろしくお願いいた
します(^_^)

暁美さん
相模ハマっ子通り 221番地 2020年9月15日まで

女性
30代

水族館、御朱印、映画、写真、レジン、ディズニー
インパ、スクラッチアート

初めまして。インドアとアウトドアが半々な感じです。様々な年代
の方と楽しくまったり交流したいです。自宅には猫2匹とインコ2匹
います。長文でも短文でも、楽しく文通できたらなと思います。良
いご縁があれば嬉しく思います。


