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第248号

2020年3月31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
20代

ぱんださん
お江戸通り 238番地

2021年3月31日まで

女性
10代

カフェ巡り、雑貨集め、料理、旅行
とにかく食べることが好きで、家で作ったり、おいしいお店を探し
たりするのが趣味です。オススメのお店やレシピがありましたら、
ぜひ教えていただきたいです。また、紙もの雑貨を集めるのも好
きなので、小さなプレゼント交換仲間も募集中です。

女性
20代

あもさん
ちゅら海通り 51番地

2020年9月30日まで

女性
20代

ノルウェイの星さん
お江戸通り 756番地

2020年9月30日まで

伊勢通り 44番地

2020年6月30日まで

お菓子作り、ペット(うさぎ、ハムスター)と遊ぶこ
と、音楽、手芸、ボカロ
19歳です。 うさぎとハムスターを飼っています！ 趣味は
音楽鑑賞などです。 音楽はボカロなどが好きです。 同
世代の方や色々な世代の方とも文通したいです。 よろ
しくお願いします

女性
10代

サンリオ、散歩、久保ユリカ、BLACKPINK
以前から文通に興味があり登録しました。かわいいもの、
アイドルが好きです。あまり趣味がない方なので、この
機会に趣味や年代や性別等にこだわらずやりとりできた
らと思っています。よろしくお願いします。

莉雨さん

かほさん
相模ハマっ子通り 350番地

2020年6月30日まで

読書、料理、映画鑑賞、おでかけ、音楽、美術館
巡り、アウトドア
学生なのですが、最近はSNSでのやり取りが増え手紙を書く機会
がなくなってしまったので始めてみることにしました。 お互いのペー
スで老若男女問わず楽しく文通できたらいいなと思っております。
よろしくお願いします。

女性
30代

皐月さん
杜の都通り 121番地

2020年6月30日まで

映画観賞、読書、音楽、古着、サブカルチャー、
ジム

読書、手芸、ジグソーパズル、ハンドメイド収集、
文房具収集

まったく知らないだれかとの肉筆の交流って素敵だな、と思いこ
の度入会しました。日常についてのお話、趣味についてのお話な
どができればよいな、と思っています。最近興味があるのは、食
べたことのないものを食べてみること（多国籍料理、ジビエ、薬
膳など）と、ジムで走ることです。初心者なので至らぬ点もある
かと思いますが、どうぞよろしくお願いします。

レターセットやマステなど、せっかく集めたものを使いたいと思い、
登録させていただきました。 字は中学生レベルと言われるくらい
下手くそなのですが、身近なことから季節の挨拶など、気軽にや
り取りできる方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いしま
す。

女性
30代

ももんぱんさん
彩の国通り 350番地

2020年9月30日まで

アニメ、ゲーム、声優、1人カフェ、カラオケ、1
人飲み、KinKi、戦隊シリーズ
初めまして。 文通をしたいと思い勇気をだして投稿しました。接客
業ですが基本的には人見知りです。声優さん、戦隊シリーズ、セー
ラームーン、サンリオなど可愛い物や夢のあるものが大好きです。
休みの日は1人でカフェに行ったり、飲みに行ったりしています。
のんびり普通の事や悩みを話せるような文通友達さんがいいなと
思っているので、よろしくお願いします

女性
30代

まゆなさん
もみじ饅頭通り 118番地

2020年6月30日まで

ドラマ鑑賞、映画鑑賞
はじめまして！ただいま、4歳、2歳の育児中です！文通は10年以
上ぶりですので、つたない所もありますが、専業主婦で引きこも
りがちなので、少しでもやりたいことをしたいと思い入会しまし
た☆育児の話しや趣味の話しや生活の事など話して下さる方と仲
良く文通出来たら嬉しいです☆宜しくお願いします。
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女性
30代

2020年3月31日

旅ねこさん
六甲通り 261番地

2020年6月30日まで

女性
10代

女性
20代

しろやぎさん
どさんこ通り 251番地

2020年6月30日まで

女性
30代

Ｓさん
杜の都通り 122番地

2020年6月30日まで

女性
20代

女性
30代

いちごさん
どんたく通り 183番地

2020年6月30日まで

女性
30代

すずめさん
相模ハマっ子通り 356番地

2020年9月30日まで

読書、カフェでまったり、雑貨、日舞、バレエ鑑賞、
お菓子作り、家族でキャンプ
子どもの頃、文通が大好きでよくお手紙を書いていました。大人に
なってからは書く機会がほとんどなくなってしまい、またできたらい
いなと思っていた時に文通村を見つけました。好きなことは趣味の
欄に記載のとおりです。女の子の母で、仕事と両立しながら子育
てしています。日々のこと等、色々とお手紙でお話ししたいなと思っ
ています。宜しくお願い致します。

伊勢通り 69番地

2020年6月30日まで

はじめまして。字を書いたり、人の字を見ることが好きです(^^)年
齢/性別は問いません。下記にわたしの情報を記載しますので、気
になった方はぜひ仲良くしてください。 東海地方住み/事務職/今
年24歳/既婚(子なし)/お洋
服/RADWIMPS/BBHF/SEVENTEEN/JYJ/若手俳優(昔テニミュが好
きでした)/写真/趣味探し中

女性
20代

もとこさん
どさんこ通り 252番地

2020年6月30日まで

カフェ巡り、茶葉集め、読書、ゲーム、アニメ鑑賞、
買い物
久しぶりに文通をしたくなって登録しました。紅茶が好きな20代の
社会人です。黒と茶色のボーダー柄ニットを着ていたら、上司から
キタサンブラックの騎手みたいと言われて虚無です。日常のお話
や、皆様の趣味の話も聞けたらなと思っております。よろしくお願
いします。

女性
60代

手芸、カフェ巡り、水彩画、色鉛筆画、工作、料
理、旅行、マスキングテープ集め
手芸や料理、工作、消しゴムはんこを彫るなど、何かを作ること
が好きです(^ ^) マスキングテープ集めやマステ帳作りなども好き
なので、同じような趣味のお話ができる方、ぜひお手紙いただき
たいです。 また、旅行も好きなので、いろんな場所のお話も伺い
たいです(^ ^) 楽しくお話できる方、よろしくお願いします(^ ^)

はおさん
ショッピング、音楽鑑賞、舞台鑑賞

美容、アロマ、観葉植物、文房具集め イラスト・
漫画鑑賞
お手紙を書くのも読むのも好きです。 趣味や年齢など
共通点が なくても大丈夫です！ お手紙を通して色々な
お話しが 出来たらいいなと思っています。

2020年6月30日まで

今年、高校2年生になる16歳女子です。色々な悩みや相談、楽し
いお話ができる方を捜しています。あまりたくさん話すのは得意で
はありませんが、手紙でしたら思いを伝えやすいかなと思いました。
お便り、待ってます！

お花、美術鑑賞、教育テレビ、すとぷり、猫、カ
フェ、甘党
はじめまして。かわいいレターセットが好きではじめま
した！字が綺麗ではないので申し訳ありませんが、よろ
しくお願い致します(^^♪ 特にNGはありません。楽しく文
通できたら嬉しいです♪

彩の国通り 351番地
読書、音楽鑑賞、編み物

旅行、カフェ巡り、水族館巡り、読書(主にミステリー)、美
術鑑賞、マスキングテープ集め

初めまして。夫婦2人暮らしの主婦です。 子供の頃から
手紙を書くことが大好きです。幅広い年代の方や違う趣
味の方ともゆったりのんびりやり取りが出来たらいいな
と思っています。宜しくお願いします。

たまさん

アルストロメリアさん
阿波の国通り 32番地

2020年9月30日まで

出身は富山県。TV鑑賞（ドラマ、お笑い、グルメ、
歌、ドキュメンタリー）
仕事を辞めて一年、人との交流が全くなくなり毎日TV見放題、
時々一人食べ放題に行きますが、やはり人恋しい!日本中の様々な
方々と出会い交流したいです。手紙は書くのも読むのも大好きで
す！！よろしくお願いします

女性
30代

なごさん
お江戸通り 759番地

2020年9月30日まで

マスキングテープ、演劇、漫画、日本酒、文房具、
ゲーム、料理
収集癖があり、一時は紙もの全般を収集しておりました。 また、
働きながら演劇をやっております。観るのもやるのも好きです。
小劇場メインです。 漫画、ゲームも好きです。 お話の合うたくさ
んの方と巡り合えると嬉しいです。
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女性
30代

2020年3月31日

のんさん
越後通り 95番地

2020年9月30日まで

女性
10代

美味しいお店探し、お酒、アニメとゲーム(Switch)、
動植物のお世話
週3回飲食店フロアで働き、あとは家で犬とのんびりしている子供
のいない主婦です(夫は単身赴任中なので一人暮らし満喫中)。趣
味の合う方も合わない方も、お手紙を通じてゆっくり仲良くなって
いけたら嬉しいです。あまり上手な字ではありませんが、丁寧に
書きます。今年で40になるので、心身ともに健康に過ごすことが
日々の目標です。

女性
30代

円さん
なにわ通り 364番地

2020年6月30日まで

女性
40代

ちるみるさん
相模ハマっ子通り 359番地

2020年9月30日まで

女性
60代

うさぎさん
古都みやび通り 142番地

2020年9月30日まで

女性
30代

しゃちほこ通り 192番地

2020年6月30日まで

少しずつ生活に余裕が出てきたため、日本全国の方々とお手紙を
やり取りする楽しさが恋しくなり文通村に戻ってきました。持病の
ため週2回のみアルバイトに行ったり、家事をしたりペット(小動物)
のお世話をしたりしながらのんびり過ごしています。 以前やり取
りしていた方はもちろん、はじめましての方々とも楽しくいろんな
お話ができればと思います。よろしくお願いします。

男性
40代

アルさん
六甲通り 264番地

2020年9月30日まで

小説創作
心の病と発達障害があります。リアルで友達いなくて。文通でもと
思い始めてみようと思っています。病や障害に嫌悪感がない方、
よろしければ文通相手になって下さい。最近は休んでいますが、
小説を書くのが趣味です。乙一さんのきみにしか聞こえないに収
録されているcalling youという小説が好きです。

女性
30代

しおりさん
さぬき通り 42番地

2020年9月30日まで

日記、マステ、100均、サンリオ、文房具店、万年筆、ガラ
スペン、読書（マンガも）、イラスト

韓流ドラマが大好きです。街をブラブラするのも好きで
す。

さくらもちさん
越前通り 24番地

ばーとんさん
録画したテレビを見る、食べること、映画鑑賞、読書、料理、
ペットのお世話、ラルク、ディズニー

映画観賞、手芸

女性
40代

2020年6月30日まで

20歳目前の19歳です。レターセットが増えたので、幼い頃から憧
れの文通を始めることにしました。バイト三昧の日々に潤いが増え
ることを期待して。 全くの他人だからこそ話せることも多いと思い
ますので、広い世代の方と様々なお話ができたら嬉しいです。 大
学では英米文学を専攻しています。ハリーポッターが大好きすぎて
原書を訳し切るのがひそかな野望。

紙もの収集、手帳デコ、キキララ、100均巡り、ドラマ、邦
画、お笑い、コーヒー派、パン派
はじめまして。文字を書くのと紙ものが大好きなのに、お手紙を書
く機会がめっきり減ってしまったので、入会してみました。6歳娘育
児中の、エンタメ業界で働くママです。深夜番組を見ながら紙も
のいじるのが至福のとき。マステやシール、デザペなど簡単なお
すそ分けもできたら嬉しいです。気になった方はお気軽にお手紙く
ださい☆

相模ハマっ子通り 358番地

イラスト、料理、お菓子作り、テニス、雑貨、文具、映
画(洋画)、翻訳、漫画(銀魂、テニプリ)

ゲーム、映画マーベル作品好き、お絵描き、カフェ
巡り、神社仏閣
はじめまして、オタクのユニバ好きです。ゲームが好きでPS4
とSwitchが主に稼働しています。かなりのオタクなので絵を描い
たりします。漫画も大好きです。 映画はアベンジャーズシリーズ
が好きです。あと猫が大好きです。 色々チャレンジしたいと思い
ます。よろしくお願いいたします。

まこさん

2020年6月30日まで

6歳と3歳の男の子の子育て中の主婦です。子供の頃文通しており、
お手紙を書いたり待ったりしている生活が好きでした。万年筆で字
を書いたり（下手ですが）、サンリオやsan-xなどかわいい物が好
きです。子供の事や日常の何気ない出来事など、穏やかにやりと
りできると嬉しいです。100均便箋やポストカード、バラセも大歓
迎です。女性の方限定でよろしくお願い致します。

女性
20代

魔法乙女さん
うつくしま通り 84番地

2020年6月30日まで

ひとり時間(カフェ、映画、旅行等)、資格取得、レ
ターセット・切手、ジャニーズ

読書、哲学、心理学、絵、映画鑑賞、詩、占い、
ネイル、不思議なもの。

はじめまして。子どもの頃に文通を趣味としていましたが、久しぶ
りに手書きの手紙での交流を始めたくなりこちらに入会いたしまし
た。趣味の欄に記載させていただいたものの他にも割と幅広く興
味がある方だと思いますので、気軽にマイペースに文通できれば
と思っています。どうぞよろしくお願いいたします。(申し訳ありま
せんが、当面は女性の方限定でお願いいたします。)

はじめまして。 ふとした日常のことや考えたこと、 趣味
のことなど話せればいいなと考えています。 楽しく
色々なお話しましょう！
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女性
50代

2020年3月31日

花の命は短くてさん
上州三山通り 78番地

2020年6月30日まで

男性
20代

山歩き、ハイキング、写真、映画鑑賞、読書、美
術館巡り、最近、神社仏閣、仏像、刺繍
はじめまして。50代なりたての会社員です。 日々時間を大切に、
丁寧に楽しんで笑顔で暮らせたらと心がけています！ お手紙を通
じて、お互い穏やかな時間を共有出来る方とお友達になれたら嬉
しいです。 よろしくお願い致します。

女性
20代

はみぃさん
ピーナッツ通り 320番地

2020年6月30日まで

女性
20代

藤原

菜々子さん

琵琶湖通り 50番地

2020年9月30日まで

しゃちほこ通り 285番地

2020年6月30日まで

字を書くこと、パン屋巡り、サイクリング
こんにちは！29歳の男性です。 子どもの頃初めた書道がきっかけ
で字を書くことが好きです。 あとはパン屋巡りやサイクリングが好
きです。 実は文通をしてみたいとずっと思っていたのですが、なか
なか相手が見つからずにいました。 ですので、この機会にいろい
ろな方と繋がりが築けたらいいなと思います。 よろしくお願いしま
す！

女性
30代

ゆえさん
お江戸通り 760番地

2020年9月30日まで

イラスト、カメラ、アニメ、ゲーム、旅行、映画
鑑賞、コスメ、猫

読書(ミステリやSF、漫画も好き) 、散歩、動画鑑賞(ゲーム
実況)、謎解き、ボードゲーム
地元を離れ、なかなか誰かとゆっくり言葉を交わす時間がなかった
ので、お手紙で誰かとお話しできたらと思い入村しました。普段は
発達の特性や様々な生きづらさを抱える子どもや学生と関わる教
育系のお仕事をしています(まだまだ勉強中です)。趣味の話や何
気ないゆーるいお話、真面目なお話も大歓迎です。どうぞよろしく
お願いします。

スズシさん

絵を描いたり、アニメをみたり、写真を撮ったり、ライトなオタク
です。趣味の合う方と、価値観の違う方の両方と知り合いたくて文
通友達を募集しました。映画も好きで、映画館によく観に行きます。
獣医師の資格を持ってるので生き物好き。特に猫が好きで3匹飼っ
てます。

女性
50代

ふわぽこさん
相模ハマっ子通り 361番地

2020年6月30日まで

サイクリング、旅行、読書、英語、字を書くこと、花、文通、
紅茶、レターセット、切手収集

街探検、旅、読書、音楽、韓国語、紅茶、ハーブ、アロマ、
小物集め（ガラス、缶、キノコ、民芸）

社会人2年目を迎えます。 日々パソコンに向かい合っているのに疲
れたた矢先、文通村にたどり着きました。 綺麗な便箋に、自分の
気持ちを込めて、書くことが好きです。国内旅行が大好きです! 外
国語学部に在学していたため、英語も好きです! よろしくお願い
致します!

近場の旅にでて、ご当地探検したり、美味しいものを食べる事が、
小さな楽しみです。パンや紅茶もお酒も好きです。 収集癖がある
のに、断捨離してシンプルライフを目指すべく、日々悩み苦しみ中。
楽しくお話し出来たら嬉しいです、よろしくお願いします。

女性
30代

たまさん
彩の国通り 352番地

2020年9月30日まで

女性
50代

旅行、韓国ドラマ、美味しいものを食べること、散
歩、映画鑑賞
30代半ばの会社員です。学生時代に友達とやっていた文通のワク
ワクをまた味わいたいなと思い始めました。日常のささやかな楽し
みになればなと思います。 何気ない日常のやりとりをしてくれる方
よろしくお願いします^^

女性
20代

朔さん
越後通り 52番地

2020年6月30日まで

旅行、料理、お菓子作り、ゴルフ、ショッピング、
レターセット収集、車、アニメ鑑賞
前回と同じ名前で再入させて頂きました。 20代 会社員
既婚者です。 女性の方とやり取りさせて頂きたいです。
よろしくお願いします。

ことりこさん
なにわ通り 367番地

2020年6月30日まで

読書、映画鑑賞、英語、旅行。
興味のある映画があれば、一人でも、即見に行きます。
英語は、上達しませんがお教室に習いに行ってます。
日々、楽しく熱中出来ることがあれば、幸せを感じ元気
が出せる人間です。よろしくお願いします。

女性
50代

ふわりふわりさん
どんたく通り 184番地

2020年6月30日まで

刺繍、読書、三線、字を書くこと、ドライブ、
こんにちは^ - ^はじめまして。子供の頃から、手紙を書くことが大
好きでした(^_^)。交換日記などもしていましたね(*^^*)。文通を
続けていて、より仲良くなれた友人も居ます(^_-)。また文通を通
して、素敵な仲間が出来たら、嬉しいなと思います(๑˃̵ᴗ˂̵)。皆さ
ん、よろしくお願い致します)^o^(。
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第248号
女性
30代

2020年3月31日

白カブさん
茶畑通り 157番地

2020年6月30日まで

男性
40代

漢字、言葉、文房具、雑貨、喫茶店、甘味、旅行、
武道
文字を書くことと季節を感じることを癒しに生きています。普段は
プログラマーをしていますが、パソコンやスマホが得意じゃないの
が悩みです。 属性や趣味にこだわりません。自分の知らないこと
を教えてもらえると喜びます。自分の書く手紙にも何か小さな発見
が隠れていると嬉しいです。 無理なく楽しく、心が潤う文通にした
いと思っています。よろしくお願いします。

男性
20代

鱗雲さん
上州三山通り 79番地

2020年6月30日まで

読書、キャンプ、書体、作曲、カレー作り、映画
鑑賞
大学生です。字を書くことが好きです。他サービスを利用して文通
をしていましたが、トラブルがあったためこちらに登録し、心機一
転新しくお手紙のやり取りを楽しみたいなと思っております。 よろ
しければ趣味の合う合わないにかかわらず、色々と無駄話をしましょ
う！ よろしくお願いいたします。

女性
20代

みるくここあさん
日向の国通り 29番地

2020年6月30日まで

紙モノ、レタセ、マステ、シール、アニメ、手帳
初めまして、レタセを集めるのがスキで大好きなレタセの消費に
もと思い入会しました♡6才になる大好きな娘と、大好きな旦那さ
んと休みの日は出かけたりするのが楽しみです。お手紙を通じて、
色々な話ができることを嬉しく思います。年齢は20才～なら問いま
せん。

あきさん
彩の国通り 353番地

2020年6月30日まで

クラシックギター、読書、娘と折り紙、文具、書く
こと、懸垂、ミスチル
万年筆で字を書くのが好きになり、学生時代を思い出し、文通やっ
てみたくなりました。自分を一言で表すと、優しげなメガネパパ？！
最近は図書館や文具屋に行ったり、ギターを弾いたり、日記を書
いたり、子供と遊んだりして過ごしてます。色々な方のお話、ぜ
ひ聴きたいです！

女性
40代

薫風 (かおる)さん
信濃通り 105番地

2020年9月30日まで

旅行、料理、インテリア、収納術、道の駅巡り、
手工芸、猫と遊ぶこと、温泉巡り、
初めまして、薫風(かおる)です。高1の♂、中2の♀と夫の4人家族
です。大好きなコーヒーを飲み、ワクワクし手紙をしたためる時間
が好きです！限られた中で、好きなことができる時間を大切にし
たいと思い生活しています。ゆっくりと流れる文通の空気感を一緒
に楽しめる方と、お互い無理せず長くやりとりが出来たら嬉しいで
す。40代の女性の方よろしくお願い致します。

