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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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たいちさん
越後通り 23番地 2020年7月15日まで

男性
20代

旅行、演劇、映画鑑賞、高校野球観戦、カフェ巡
り

はじめまして。仕事で手紙を出すことが多かったのですが、部署
異動でその機会がなくなってしまいました。今度は文通という形で、
いろんな人と手紙のやり取りをしてみたいなーと思い入会しました。
気兼ねなく出来たら嬉しいです。よろしくお願いします！

ひろ吉さん
お江戸通り 350番地 2020年7月15日まで

男性
20代

読書、映画鑑賞、サウナ、一人飲み、筋トレ

東京でIT系に勤めています。 出身は北海道です。 休みの日は本
屋に行ったり、パブリックスピーキングの練習をしたり、飲んだり
しています。特にビールとワインが好きです。 どうぞよろしくおね
がいします。

ありしゃんさん
火の国通り 43番地 2020年7月15日まで

女性
20代

レターセット マスキングテープ集め

初めまして 文通は20年以上してます 二児のママです 専
業主婦なのですぐ返事出せます よろしくお願いします

MAOさん
お江戸通り 757番地 2020年7月15日まで

女性
40代

旅行、読書（特にミステリー）、ポストカード集め、
御朱印（初心者）、親子体験モノ

はじめまして。仲良し従姉のオススメで入村しました。私は二人の子
（１０代前半）がいる働く母です。色んな事にチャレンジするの
が大好きで、自分の知らない世界をたくさん知りたいです。ポスト
カードも大歓迎です。楽しく、心温まる文通ができますように。で
きれば、遠方の方が希望です。よろしくお願いいたします。

ぱんさん
相模ハマっ子通り 360番地 2020年10月15日まで

女性
30代

旅行､海外ドラマ､食べること､パン作り､レタセ・切
手・シール集め

はじめまして。気になっていた文通村に入村しました！30代後半会
社員です。犬と猫とくらしています。枚数などこだわりはありませ
ん。趣味に限らず毎日のことなど楽しくお話したいです。広東語に
興味がありゆるーく勉強を始めました。素敵な出会いがありますよ
うに。お便りお待ちしています♪

コジローさん
なにわ通り 293番地 2020年7月15日まで

男性
40代

音楽鑑賞（古い邦楽と女性アイドル中心）、読書、
料理、ゲーム(steam)

在宅での仕事をしている40代の未婚男性です。時間にゆとりが出
来てきたので久々に文通をと思い入会しました。性別は問わず、
年代は同年代ぐらいまでの方と趣味の話や日常の出来事などを楽
しくのんびりやりとりしたいです。よろしくお願いします。

えむてぃーさん
六甲通り 265番地 2020年7月15日まで

男性
10代

陸上競技、絵(イラスト、デッサン)、ピアノ、美術
館巡り、カフェ巡り。

高校生です、陸上部に所属しながら絵を描いたりピアノ
を弾いたりしています。どうぞよろしくお願いしますー！

puntoさん
彩の国通り 354番地 2020年10月15日まで

女性
50代

読書、スポーツ観戦、雑貨店、100均巡り

50代最後の年、今の楽しみは、愛犬との散歩月1回のフ
ラワーアレンジメントの教室、読書です。たくさんの方
と色々お話できると嬉しいです。 よろしくお願いします。
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ふうかさん
お江戸通り 761番地 2020年10月15日まで

女性
50代

お散歩、刺繍、ベランダガーデニング、ゲーム(た
だいま・あつ森頑張ってます)、紅茶

土日は近場をお散歩。入ったことのない路地を散策し色んな物を発
見するのが楽しみ。ベランダでプチトマトを育てたり、花をめでた
り。そんなたわいもないことをお話できたりしたら楽しいかなと思っ
ています。のんびりしているので、時たまお返事が遅くなることが
あるかと。よろしくお願いします。

国道292号さん
ピーナッツ通り 321番地 2020年10月15日まで

男性
20代

万年筆、アクアリウム、レザークラフト、木工家具
製作、ドライブ、筋トレ、ドローン

留学帰り（コロナで強制帰国）の大学院生です。文字の練習を兼
ねて登録しました。周りに万年筆使用者がいなくて寂しかったので、
文通を通して趣味を共有できればと思います。趣味欄に書ききれ
ない程様々なことに興味があり、積極的に新しいジャンルの趣味に
触れてみたいと思っているためあなたの趣味に誘っていただけると
嬉しいです。

えりりさん
相模ハマっ子通り 363番地 2020年7月15日まで

女性
30代

文通、100均巡り、買い物、レターセットとシール
とマステ集め、写真撮影

はじめまして。 初めて文通村に入ります。 友達が文通してたのが
きっかけで私も文通し始めました。 レターセット、シール、マステ
を集めたり100均、ディズニーリゾート時々行きます。 ロンレタ派
で、便箋と封筒の柄違いが多いです。 それでも良い方よろしくお
願いいたします。

sepiaさん
六甲通り 266番地 2020年7月15日まで

男性
30代

スポーツジムへ行くこと、神社仏閣巡り、自己啓発、
洋楽（JPOP以外なら何でも）

コロナウィルスの関係で運動にいけなくなり心労がと寂
しさが募り今回初めての応募しました。何卒、よろしく
お願いしますm(_ _)m

れおまろさん
どんたく通り 185番地 2020年10月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、手芸、サイクリング

10代の頃から文通をしていましたが、なかなかお相手が見つから
ず登録してみることにしました。読書は特に有川浩、畠中恵、三
浦しをん、辻村深月など。手芸は編み物をよくします。サイクリン
グは最近ロードバイクを買ったので始めたばかりです。たくさんお
話しできると嬉しいです。

スローライブさん
相模ハマっ子通り 364番地 2020年10月15日まで

男性
30代

読書、ゲーム、スポーツ感染、カフェめぐり、パン
ケーキ。

楽しいこと、楽しくないことを基準に仕事をしてします。
楽しいことが自分に舞い込むことが大事だとおもいます。

凪さん
古都みやび通り 143番地 2020年7月15日まで

女性
10代

文房具・便箋収集、紙モノ、カフェ巡り、雑貨屋さん巡り、
お菓子作り、料理、お昼寝、暮らし方

はじめまして、凪といいます。 小さな頃からお手紙が好きで、文
通に憧れていました。空がきれいだったとか、こんな料理が美味し
かったなど日々の他愛ないこともまったりとお話しできたらなと思
います。幅広い年代の方と交流してみたいです！ 百円ショップの
便せんも時々使います。 のんびり屋なので筆が遅いかもしれませ
んが精一杯頑張ります！

ひつじさん
上州三山通り 80番地 2020年7月15日まで

女性
20代

猫、アニメ、漫画、音楽、映画、お絵描き、読書、
怖い話、identity V、

はじめまして。手紙でいろんな方と交流をとってみたいと思い入村
しました。絵を描くのが好きで画材で人物、イラストなど書いてま
す。創作物はジャンル問わず見るのも好きです。年齢、性別問い
ません。よろしくお願いします。

ゆうゆうさん
六甲通り 157番地 2020年7月15日まで

女性
30代

音楽、映画、海外ドラマ鑑賞

はじめまして 今、アマゾンプライムで映画や海外ドラマ
アニメを観るのにはまっています 音楽は色々聴きますが、
一番好きなのは平井堅さんです よろしくお願いします

サヤさん
ピーナッツ通り 322番地 2021年4月15日まで

女性
30代

小説執筆、音楽鑑賞、読書、イラスト、関ジャニ∞

30代2児のママです。(育児休暇中) 文通したくて入村し
ました。マイペースに色々な方と文通ができたらいいな
あと思います。よろしくお願いします。
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れいんさん
どさんこ通り 254番地 2020年7月15日まで

女性
30代

紙モノ集め ･ シール収集･お手紙･ おすそ分けファイル作り･
レジン作成･100均

やっと入村決めました♡ 色んな方と仲良く楽しく お手紙
やりとりしたいです。 春から秋にかけて仕事があり バタ
バタするので遅くなることも ありますがよろしくお願いし
ます(о´∀`о)

osugiさん
しゃちほこ通り 286番地 2020年7月15日まで

女性
30代

コラージュ、手紙、音楽、漫画

手紙を書くのが昔から大好きです。色んな方と交流でき
たらと思っています。※女性のみ

りんちゃむさん
とちおとめ通り 91番地 2020年7月15日まで

女性
20代

タイ料理、海外旅行、Starbucks、断捨離、Instagram、花
のある生活、映画

仕事に追われる毎日の中で手書き文字で頂くお手紙に感激してか
ら、私も始めました。些細な事から毎日の出来事、人生観を共有
出来れば嬉しいです。タイとStarbucksをこよなく愛しています。
ポストカード、一筆箋どのような形でもやり取りを楽しみたいです。
出張ばかりのOLがふとした時に色々な場所からお手紙したためま
すので受け取ってくださいませんか?

かもめさん
彩の国通り 356番地 2020年10月15日まで

女性
10代

読書（森見登美彦、太宰治、はやみねかおる、あさのあつ
こ、有川浩) ジョジョ、野球、昼寝

フリーウーマンです。最近お蕎麦屋さんでバイトを始め
ました。 幅広い年代の方と文通できたらと思います。よ
ろしくお願い申し上げます。

梨さん
相模ハマっ子通り 365番地 2020年7月15日まで

女性
30代

漫画、100均、漫画、ゲーム、ハンドメイド、DVD、
動画、植物

私はインドア派の独身で、愛犬とのんびり過ごすのが好きです。
趣味は、漫画は今ゴールデンカムイ、web連載等を読んでいます。
あとゲームも好きでSwitchのどうぶつの森を遊んでいます。他に
は簡単なかぎ針編みや裁縫、100均、DVD、動画、植物等もたま
に楽しんでいます。趣味や他愛もないお話しができたら嬉しいで
す。子供の話は苦手です。よろしくお願いします。

のんなぺこさん
茶畑通り 158番地 2020年10月15日まで

女性
60代

楽器演奏、旅行、美術館めぐり、落語を聞く、な
ど

ピアノの音色に感動して習い始めましたが　納得できるような成果
には達成できていません。　気を長く持って続けていきたいです。
簡単な山に出かけたり野山を歩くのが好きです、　山野草の可憐
な姿に癒されてます　。学生時代に文通を楽しんでいました　ま
た初めて見たいです　よろしくお願いします　

楓さん
相模ハマっ子通り 366番地 2020年10月15日まで

女性
20代

カフェ巡り、ディズニー、音楽、映画、猫、旅行、
温泉 YouTube

はじめまして、いま文通にはまっています♡ 日常のこと
や趣味のことなどを話せたら嬉しいです！ ペットも飼っ
ているのでペットのことも話せたら 嬉しいです！ よろし
くお願いいたします！

ぴかさん
どさんこ通り 255番地 2020年7月15日まで

女性
20代

読書、料理、散歩、音楽鑑賞（aiko、スピッツが好き）、
文房具集め、植物を育てる、演劇鑑賞

小さい頃から便箋やシールを選んだりすることが好きで、また手紙
を始めたいと思い、入会してみました。社会人5年目です。 おす
すめの本（小説、児童書、絵本、新書、マンガなど何でも）や美
味しい食べ物、日常の面白かったこと、嬉しかったことなどをのん
びりお話できたら嬉しいです。よろしくお願いします！

かずひーろーさん
さぬき通り 43番地 2020年7月15日まで

男性
40代

ゲーム、動画鑑賞、音楽鑑賞

初めまして、かずひーろーと言います。アラフォー、独
身です☆３０代の頃は、彼女と10年間同棲してました!!
今は、彼女募集中です。仕事は、自営業しております。
よろしくお願い致します。

ほたるさん
常陸の国通り 116番地 2020年7月15日まで

女性
20代

旅行、ゲーム、スマホで写真を撮る、寝ること、
文章を打つ、話をすること

はじめまして、ほたると申します。子どもの頃からゲームが好きで
す。大人になってからはあまりやれてませんが……また、史実の
歴史も好きで、興味があるとすぐに旅行に行っていました。最近は
環境の変化もあり、出かけることも減ってしまいました。話をする
ことが好きで、こうして文通を通して誰かと繋がれたら、と思って
います。よろしくお願いいたします。
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わしおさん
彩の国通り 357番地 2020年10月15日まで

女性
30代

プロレス観戦(DDT)、イラスト制作、漫画、食、旅
行、英語勉強中

帰宅してからが人生本番の会社員です。ファッションや
能力など全く似ていませんが心にはいつでもリスベット
サランデル。趣味、年齢関係なく日々の生活で感じたこ
とやお好きなものを教えていただけたら嬉しいです。

透野さん
ねぷた通り 42番地 2020年7月15日まで

女性
20代

読書、音楽鑑賞、楽器、絵、天体観測、心理学、
散歩

はじめまして、透野と申します。静寂を好む20代社会人です。ど
うやら私の時間は、ゆっくりと流れているようで。現代の流れをと
ても速く感じ、此処へたどり着きました。文通は初めてですが、
穏やかに交流できればと思います。年齢、性別問いません。よろ
しくお願いいたします。

バーバラさん
六甲通り 268番地 2020年7月15日まで

女性
40代

読書、DVD鑑賞、音楽鑑賞、カフェ巡り、美術館
巡り、旅行、散歩、雑貨

はじめまして。子供の頃から手紙を書くのが好きで、スマホで気軽
に連絡が取れるようになった今も時々手紙を書いています。日常
のことや趣味のことなど手紙と通して一緒にゆるく楽しめたらと思っ
ています。よろしくお願いします。

丸井 月さん
しゃちほこ通り 287番地 2020年7月15日まで

女性
10代

料理、散歩、サイクリング、会話、睡眠、ゲーム、
ものづくり

はじめまして。丸井 月(まるい つき)といいます。一つでも趣味を
増やせたらと思い、思い切って文通を始めてみます。年齢等関わら
ず、是非どなたでも交流出来たらと思っています(*^^*)宜しくお願
いしますm(_ _)m

チロリンさん
彩の国通り 358番地 2020年10月15日まで

女性
40代

編み物、手芸、お菓子作り、switch、アイカ
ツ、TOKIO、SixTONES(樹君坦)

人と接する事が苦手なんですが、手紙に書いて伝えると上手く伝
える事が出来るので、そんな私にピッタリだと思って登録しました。
そして、趣味の話しは勿論、いろんな話しで盛り上がりたいと思っ
ています。 特にSixTONESのファンの友達がいないので、同坦大
歓迎、他大歓迎なので募集中です。

ゆきさん
日向の国通り 31番地 2020年10月15日まで

女性
30代

ビデオ観賞、日本酒、猫と遊ぶ、レジン、マンガ、
温泉

最近文通村の事を知りました。 高校生の頃に文通をしており懐か
しい気持ちになり、また手紙のやり取りが出来れば嬉しいです。
年齢、性別は問いません。 趣味や日常の些細な出来事をお手紙で
お話出来たらいいなと思います。

さつきさん
彩の国通り 359番地 2020年7月15日まで

女性
40代

編み物、草木染め、糸紡ぎ、ひとりカラオケ、純
烈、天然酵母のパン作り、

家族で自営業のため、出会いがありません。新しい出会いを期待
して入会しました。わたしは手作りすることが割りと好きです。編
み物は靴下にはまっていました。将来は羊毛や木綿から糸を紡い
で、色々なものを作ってみたい。暮らしや趣味の話など楽しいやり
とりができたら嬉しいです。

もちこさん
どさんこ通り 256番地 2020年7月15日まで

女性
10代

リラックマ、お買い物、カラオケ、シール集め マステ集め、
ドラマ鑑賞、朝ドラ、新撰組など…

初めまして。 接客業をしてる19歳です 一人暮らしで暇
なので文通しようと思い入会しました 趣味があう方話し
ませんか⁇

えむさん
うつくしま通り 85番地 2020年7月15日まで

女性
30代

料理、裁縫、映画鑑賞、古美術、ガーデニング、野草、山
歩き、手作りの生活、キャンプ、民藝

初めまして。田舎での生活をゆるりと楽しんでいる30代既婚者で
す。猫とフクロウとともに丁寧な暮らしを目指して生活しています。
同じような趣味、暮らしの事や手作りのお話、ちょっとしたことを
お話しできたら嬉しいです。宜しくお願い致します。

雲さん
六甲通り 269番地 2020年7月15日まで

女性
40代

読書、刺繍、編み物、映画鑑賞、散歩、料理

はじめまして。学生の頃に楽しかった文通をまたやりたいな〜と思
い、入会しました。本は小説やマンガ、いろいろ読みます。本や
映画の話、毎日のくらしのささいなことをお話できるとうれしいで
す。どうぞよろしくお願いします。
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かえで はなさん
なにわ通り 369番地 2020年7月15日まで

女性
10代

読書、一人旅

好きなアニメは名探偵コナンで、最近は1話からワンピー
スを読み出してハマってます！ 中学校、高校は剣道をやっ
ていて、基本的に運動は好きです

るみるみさん
彩の国通り 360番地 2020年7月15日まで

女性
40代

雑貨・文房具巡り、御朱印巡り、柴犬と散歩

文字を書くことが好きで、特に日記やお手紙を書いてい
ると、心が落ち着きます。趣味があまりないので、たく
さんの方とつながって、色々な事に興味を持てたらなと
思います。

あきなさん
さぬき通り 44番地 2020年7月15日まで

女性
20代

歌うこと、音楽を聴くこと、旅行、カフェ巡り、ド
ラマをみること、料理、書道

食べることが大好きでカフェやパン屋さん巡り、ラーメン、うどん
巡りが好きです。歌うことが好きでアカペラやっています。アーティ
ストはback numberやkinggnuをよく聞きます。旅行も好きでおい
しいものを食べる食旅になりがちです（笑）一人旅の良さも最近
気が付いてハマりそうです！手紙でのやりとりのあたたかみがと
ても好きで登録しました。よろしくお願いします！

ミルラさん
お江戸通り 762番地 2020年7月15日まで

女性
30代

スポーツ観戦(特に野球好きです)、散歩、旅行、お酒を飲む
のも好き(特にビール)、楽器演奏

はじめまして。30代の会社員です。 憧れだった文通をしてみたい！
と思ったのが登録したきっかけです。年齢性別問わずゆっくりした
タイミングでいろんな事を話せればと思います。 スポーツ観戦は
特にアマチュア野球が好きですが、プロ野球やサッカー、ラグビー
なども。 あと、最近生まれて初めてジャニーズのSnowManにハマ
りました！ よろしくお願いいたします。

ドリトルさん
さるぼぼ通り 68番地 2020年10月15日まで

女性
60代

散歩、 写真、 猫と遊ぶ、 おいしいものやおもしろ
いもの探し

山に囲まれた町で保護猫と暮らしています。 仕事はホー
ムヘルパーです。 文章の短いはがきを書くのが好きな
のに、ついかわいいレターセットを買ってしまいます。

Mayさん
どんたく通り 186番地 2020年10月15日まで

女性
30代

音楽鑑賞、文通、ガーデニング、掃除、庭園巡り、
博物館巡り、美術館巡り

動物や植物が大好きです。いつかお手紙カフェを開くこ
とが夢です。マイペースですがよろしくお願いします。

しずりさん
どんたく通り 187番地 2020年7月15日まで

女性
20代

百均、電車巡り、大型犬、猫、散歩、読書、癒し

初めまして、しずりと申します。20代後半で、田舎でゆっくりと一
人暮らしの毎日を送っています。手書きの文字が大好きで、文通
を始めようと思い、入村しました。年齢・性別に関わらず、趣味の
話や日常の出来事を手紙で誰かと楽しめたらいいなーと思います。
よろしくお願いします。

さとさん
杜の都通り 123番地 2020年7月15日まで

女性
20代

旅行、料理、YouTube鑑賞、家庭菜園、カフェ巡
り

はじめまして。さとと申します。20代後半です。学生時代にずっと
文通をやっていて、今回久々に再開します。また色んな方とお話し
出来ること、楽しみにしています(*´-`)旅行と料理が好きです！よ
ろしくお願いします♩

さくらさん
お江戸通り 763番地 2020年10月15日まで

女性
30代

読書、カフェ、季節を愉しむ、ピラティス

手紙は便箋や切手を季節ごとに選んだり、色々な日本語を知れて
とても楽しいので好きです。2歳の双子を育てていますので返事は
遅くなってしまうかもしれませんが、育児の合間に手紙を書く息抜
きが今から楽しみです。まだまだ文字通り若輩者なので手紙を通
して色々と勉強させてもらえたらと思います。よろしくお願い致し
ます。

ひかるさん
ピーナッツ通り 324番地 2020年10月15日まで

女性
30代

旅行、お菓子作り、美術館・ギャラリー巡り、ジム、
人物スケッチ

仕事をやめて思い切ってイギリスへ留学しましたが、新型コロナの
影響で途中帰国し、授業は全てオンラインへ以降しぽっかり時間
ができました。年代関係なく色々な方と交流できたら嬉しいです。
文通は初めてですが、絵を描いたりチェキを撮ったり、手で作り出
す感覚が好きなのでとても楽しみです。
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おかゆさん
お江戸通り 764番地 2020年7月15日まで

女性
30代

コーヒーを飲むこと 音楽観賞

こんにちは、おかゆと申します。百貨店の電話業務のお仕事をし
てます。それまでは法律事務所の事務員をしておりました。5月
で31才になります。 趣味は喫茶店めぐりしたりコーヒーのセミナー
に行ったり自分で淹れることや音楽観賞です。カウンセリングの勉
強をして、簡単な資格も持っています。苦手なことは、料理と不器
用なので手作業です。どうぞよろしくお願いいたします。

かちゅさん
六甲通り 270番地 2020年7月15日まで

女性
30代

掃除、読書、映画鑑賞、散歩、英語、お菓子、コ
スメ、DIY興味あり、Netflix

3歳の男の子と2歳の女の子の年子育児に奮闘中です！ なかなか
外の世界に触れる時間がないので、 文通を通していろいろな人の
お話を聞きたいと 思っています！ 性別・年齢問わずに気軽にやりと
りしていただけたら嬉しいです＊ あと出産で増えた体重が減らず
運動したいと思っているので、励ましていただける方も募集中です
（笑）

たまきさん
お江戸通り 765番地 2020年10月15日まで

女性
30代

美術鑑賞(日本画、工芸)、万年筆インク、伝統芸能
(邦楽、能)、散歩、香道

集めた万年筆インクで手紙を書きたいと思い登録しました。少し偏
り気味ですが、共通の趣味がある方と文通できたら嬉しいです。
あまり詳しくないですが、古代史、植物、薬膳、アロマ、書道、
写真、水彩画にも興味があります。よろしくお願いします。

こんこんさん
彩の国通り 361番地 2020年10月15日まで

女性
40代

漫画、読書、ゲーム、猫、料理（食べるのも作る
のも）、筋トレ、動画鑑賞

はじめまして！夫＋猫６匹暮らしの会社員です。ぐうたら～なオタ
クな生活をおくっています。こんな時期だからこそ色々な方とお手
紙で交流をしたいと思います。 漫画：岡田あーみん、佐々木倫子、
料理モノ ゲーム：あつ森、RPG 筋トレ：初心者 こんな私です。色
んな趣味の方とお話してみたいです。お気軽によろしくお願い致し
ます。

ぽむさん
相模ハマっ子通り 367番地 2020年7月15日まで

女性
30代

レタセ シール 音楽鑑賞 ゲーム 漫画

はじめまして。最近何か新しいことを始めたいなぁと思っ
てます。 趣味の話や日常の話などお手紙を通してお話
しして、価値観や視野を広げられたらなぁと思ってます。

こりんちゃんさん
しゃちほこ通り 288番地 2020年10月15日まで

女性
60代

バドミントン、読書、TV観戦（卓球、バレーボール、フィギュ
アスケート等）、庭いじり

はじめまして、学生時代文通の経験あり、田舎の父に日常の話題、
目にしたもの等をほぼ一方的に便りを出していた時期もありました。
最近は手紙はおろか、字を書くこともなくなりました。文通で交流
の楽しみを味わえたらと参加を決めました。どうぞよろしくお願い
します。

きの子さん
ピーナッツ通り 325番地 2020年10月15日まで

女性
50代

スペイン語・ドイツ語・イタリア語の学習、読書、
昭和の歌謡曲、相撲・野球観戦

私は小・中学校時代に転校が多く、前の学校の友達との文通が楽し
みでした。小説は田辺聖子、歌謡曲は山本達彦、CCB、フリオイ
グレシアス、下成佐登子が好きです。実家が電車で3時間ほどのと
ころにあり、年老いた両親の手伝いに通っています。40代以上の
女性限定でお願いします。

くーちゃんさん
杜の都通り 124番地 2020年7月15日まで

女性
40代

読書、映画、道の駅めぐり、ご朱印集め（神社仏閣めぐ
り）、槇原敬之さんのコンサートへいくこと、ドライブ、マ
ンガをよむこと

はじめまして。昔、文通を趣味にしていたことがありました。ポス
トに自分あてのお手紙が届いているうれしさ(^_^*)手書きの良さを
もういちど味わいたくて入会いたしました。ゆっくりのんびり文通
できたらうれしいです。日本中のいろいろな方々とお友達になれ
たらいいなと思っています。よろしくお願いいたします。


