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第251号

2020年5月16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
50代

くろやぎさん
お江戸通り 145番地

2020年8月15日まで

編み物（棒針）好きなもの 猫 犬
事 暮らしの手帖 おいしいもの

植物

手仕

師走に還暦を迎えます。お手紙の暖かみを思い出し、戻って来まし
た。猫と犬がいるので旅行には行きません。TVや映像もほとんど
見ません。手仕事が好きです。字が下手ですが、手紙・絵葉書ど
ちらでも楽しみたいです。よろしくお願いします。

女性
30代

サヨコさん
ピーナッツ通り 160番地

女性
20代

2020年11月15日まで

仕事でハンドメイドを扱っています。なので手作りなどが大好きで
す。文章が大好きで、詩や小説を書いたりもしています。休日は
ハンドメイドイベントに出店したり。それから私にはLGBTのパート
ナーがおり、私自身も性別に捕らわれないタチです。なので性別
関係なく交流したいです。ゆっくりとしたやりとりになってしまうと
思いますが、お手紙お待ちしております。

女性
20代

かなたさん
2020年8月15日まで

恋人と同棲中の20代社会人です。以前も入村していて久々に文通
をしたくなったので再入村しました。日常の話や仕事の話、好きな
こと等、いろいろな話をしたいなと思っています！他ジャンル(趣
味)の話も大歓迎です！興味あるのでぜひ聞いてみたいです。
様々な方とやり取りしたいので、気になった方は気軽にお願いしま
す！！

ぐりさん
お江戸通り 640番地

みやさん
しゃちほこ通り 165番地

2020年8月15日まで

外出自粛となった今、一人暮らしかつ職場と自宅の往復で物悲しさ
を感じております(笑) 人の話を聞き、様々な考えを聞くことが好き
なので、色々な方と交流できたらと思います。 仕事は看護師をし
ています。返信は遅くなることがあるかもしれませんが、よろしく
お願いいたします。

女性
40代

ゲーム(最近はとび森と第五人格！)、旅行、動画鑑
賞

女性
20代

2021年5月15日まで

旅行、読書(活字も漫画も)、映画(邦画中心)、音楽鑑賞、絶
叫マシン、人の話を聞くこと、お酒

お手紙という、ゆっくりとした時間の中で、じっくりお話
しできたらうれしいです。よろしくお願いします。

お江戸通り 452番地

紀州通り 13番地

読書、ゲーム、アニメ、小説を書くこと、ハンドメ
イド、料理、お出かけ

図書館に通うこと

女性
20代

文さん

2020年11月15日まで

ゲーム、読書、コスメ、ネイル
復帰しました。最近はもっぱらゲームや読書。映画やアニメも含め
鬱くさいものが好き。共通点にかかわらず色々な方とお話ができ
たらと思っています。キャラクターもののレターセットが使用可能
でしたら教えてください◎

あこさん
六甲通り 169番地

2020年8月15日まで

編み物、文通、読書、ハロプロ
子供のころから手紙を書くのが好きでポストに手紙が入っ
てると嬉しくなります。全国の方と趣味や日常のことを
はなしたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。

女性
50代

まつぼっくりアケさん
しゃちほこ通り 293番地

2020年8月15日まで

キャンプ、公園散歩、車の運転、空をみること
はじめまして！朝ドラをみて、久々に文通がしたいなぁ
と思いました。(小学生の時にしていたドキドキワクワク
をもう一度♪)子育てもひと段落、何気ない毎日、趣味の
お話など一緒にできたらいいなぁとおもいます。
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女性
20代

2020年5月16日

むぎまるさん
さぬき通り 45番地

2020年8月15日まで

女性
30代

女性
30代

時乃さん
うつくしま通り 86番地

2020年8月15日まで

女性
10代

ゆうさん
茶畑通り 160番地

2020年8月15日まで

男性
70代

女性
50代

窓辺の花さん
六甲通り 276番地

2020年8月15日まで

女性
20代

ムギさん
さがん通り 29番地

2020年11月15日まで

料理、アニメ、スヌーピー、猫、スポーツ観戦、
ライブ鑑賞
はじめまして、文通初心者です！時間がゆっくり出来たので、以
前から文通に興味があり、思いきって登録してみました。些細なこ
となど手紙でやり取りできたら、いいなと思ってます。最近アニメ
にはまり、面白いアニメとか教えて欲しいです。よろしくお願いし
ます。

どんたく通り 190番地

2020年11月15日まで

英語が大好きです。腹式呼吸で大きな声で英語を話す
と気持ちいいです。日本語も朗読したりサークルで勉強
したりしてます。最近向田邦子の作品が好きになりまし
た。

女性
20代

えいみさん
なにわ通り 377番地

2020年8月15日まで

読書、カフェ巡り、旅行、映画鑑賞、写真（カメ
ラ）、ディズニー、花
はじめまして、えいみと申します。久々に文通をしたいなと思い、
申し込んでみました！最近一人暮らしを始めて、慣れないことばか
りですが、小さな幸せを見つけて楽しい日々を送ってます♡色ん
なことに興味持つので、様々な方と文通を通してお話ししてみたい
です。よろしくお願いします。

女性
50代

まぁまぁさん
いよかん通り 45番地

2020年8月15日まで

本、映画、散歩、旅、御朱印集め、空想

お取り寄せスイーツ・クラシックピアノ演奏・アンチエイジン
グ・断捨離・旅行・読書・映画・外国
「心身共老いに負けない」が最近のテーマです。 運動をしたり肌を
いたわったり好きなことの知識を深める事が趣味になりました。
日々の些細なことを大切に伝え合える事ができたらと思っています。
本は新書・ミステリー・話題作、映画はラブストーリー以外、外国
の文化や建築・歴史に興味があります。下手の横好きですが、最
近はクラシックピアノ演奏に時間を割いています。

けいちゃんさん
読書、音楽、映画、英語、イタリア語、日本語朗
読、散歩、スポーツ観戦

ツムツム、文房具、ジグソーパズル、ディズニー
映画
はじめまして。私は不登校を経験し、そのまま現在引きこもりとなっ
ています。人と関わる機会が少ない中、誰かと繋がりたいと思い
登録しました。あまり趣味は多くないので、日常のことなどを主に
楽しくやり取りができたらいいなと思っています。女性の方限定で
お願いします。

2020年8月15日まで

最近引きこもり生活で時間があり子供が5人居ますが、
自由な自分の時間に色々な方と交流したいなぁ。と思っ
ています

読書（マンガ、小説）、映画鑑賞、猫と遊ぶ、お
散歩、ドライブ、FGO、海、雑貨集め
テレビっ子(海外テレビドラマ、歴史物の韓流、アニメ) 本も好き。
小説も漫画も☆ 生まれた時から動物に囲まれた暮らしをしてたの
で、生き物が好き。今は猫を２匹飼ってます☆ 最近頑張ってるこ
とはダイエット笑 お手紙を書くことが好きなので、のんびり楽しく
やりとりできる文友さんができるといいな☆年齢や性別は気にしま
せん☆

相模ハマっ子通り 372番地

パン巡り、音楽鑑賞、昼寝、レタセ集め、歌い手

パン・お菓子作り、コーヒー、インテリア、文具、動物、筋
トレ、イラスト、漫画、本、ゲーム他
ゆったりとした、丁寧な時間を過ごしたくてはじめました。 一日の
始まりをささやかな小鳥の鳴き声で。季節の移ろいや、旬の食べ
物、道端の花、当たり前を大切に出来たらいいなと思う今日この
頃です。 日常の些細な話、仕事、趣味、ご自身の日記のようなも
のでも大歓迎です。 ひと息ついて、のんびりお話致しましょう。
どうぞよろしくお願いします。

ねむ太郎さん

子育て終わり、これからは自分の時間をどう使おうかと夢を膨らま
せています。独身時代はよく、バイクに乗ってあちこち一人旅をし
ていました。放浪癖を封印していましたが…機会あればまた、乗
りたいなぁと思ってます。本や映画でよく空想旅行してしまいます。
去年から遍路始めました。年齢関係なく、のんびりお手紙交換で
きる方、よろしくお願いします。

女性
40代

めー子さん
伊勢通り 71番地

2020年8月15日まで

競走馬が大好き、競馬鑑賞、仕事（金属研磨）、
休日はビール飲む事
両親を30代前に亡くしてから 1人になりその上仕事で忙しい中、人
との交流も減りました。性格的には男気性で、少し変わってますが、
若い頃から競走馬に興味あり（ギャンブル目的では無い）一生懸
命に走ってる姿を見るのが好きです。動物好きです。字を書くのも
好きです。
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女性
30代

2020年5月16日

ゆなぴょんさん
紀州通り 2番地

2020年8月15日まで

女性
50代

LIVE、読書、文通、カフェ巡り

greenteachanさん
古都みやび通り 144番地

2020年11月15日まで

初めまして。20代の主婦です コロナの事もあり、誰かと楽しくお
話しできたらなぁと思い登録させていただきましたまず、趣味のゲー
ムですがps4とswitchを主にやってます アニメは銀魂と鬼滅の刃が
好きです 音楽は幅広く聴きますが、特に洋楽が大好きです 共通点
がない方とも、楽しくやりとりできたら嬉しいです

なのはなさん
しゃちほこ通り 296番地

女性
50代

2020年8月15日まで

初めまして(˙ᗜ˙)前に文通をしていてまたしたいと思い入
村しました！趣味は幅広いつもりですので、色んな方と
交流出来たらと思います！ ぜひよろしくお願いします！

めぐさん
彩の国通り 366番地

2020年8月15日まで

女性
30代

なおよしさん
いよかん通り 46番地

2020年11月15日まで

手芸、猫、散歩、雑貨屋巡り、空を見上げる
SNS疲れかな、文字の温かみを求めてます！ 耳が不自
由です。 自然大好き☆ボーッとするの大好き☆ のほほ
んとしてて大人しいと言われます。 よろしくお願いしま
す！

しゃちほこ通り 295番地

2020年11月15日まで

若い頃は文通をしていました。今は仕事に追われる
日々です。 ゆっくりとお手紙を読んだり書いたりしなが
ら、ほっと出来る時間を過ごしたいと思います。よろしく
お願いします。

女性
20代

あーちゃんさん
お江戸通り 669番地

2020年8月15日まで

カフェ巡り、読書、映画鑑賞、ピアノ、写真撮影、
ディズニー
SNSでのやり取りが多い中、文字で気持ちを伝えるって素敵だと
感じ入村しました！最近はカフェ巡りしながら読書することが楽し
みです。社会人2年目で一人暮らしにも慣れてきたので、毎日の
楽しみの一つとなればいいなと思っています！よろしくお願いしま
す^ ^

女性
30代

動物、化粧品、ホラー、星、文房具、レターセット探し、ゲー
ム、YouTube、御朱印、読書

はじめまして。広告系の会社で働いています。昔から手
紙を書くのが好きでしたが、周りに文通相手がおらず始
めてみました。色々なお話ができたら嬉しいです！よろ
しくお願いいたします。

のりのりさん
読書

読書、マステ、シール、音楽(邦楽ロック)、フェス、
コーヒー、お酒

女性
20代

2020年11月15日まで

はじめまして。 日常の些細な事も、深く思ってる何かも
文通を通して 素敵な時間を作れたら嬉しいです。

ゲーム、アニメ、映画•音楽鑑賞、1人ショッピング、お酒、
カラオケ、お絵描き、デパコス、楽器

女性
20代

相模ハマっ子通り 374番地
読書、カフェ巡り、クラフトビール

関西ジャニーズJr(Aぇ！group)、読書、文通、カフェ巡
りが好きです(*´ω`*) LIVE以外は基本、インドア派で
す(＾ν＾)

女性
20代

みことさん

くるみさん
なにわ通り 116番地

2020年8月15日まで

手芸、ハンドメイド、手帳、カフェ巡り、サカナクション、
写真、ファッション、テーマパーク
はじめまして。お姫様になりたい6歳の愛娘がいるシングルマザー
です。お手紙を通して何気ない日常のことや趣味の話、お手紙だ
から話せることなどいろいろお話しできたら嬉しいです。老若男女、
国籍問いません。ご縁に感謝して必ずお返事します。よろしくお願
いします。

女性
20代

かなさん
お江戸通り 788番地

2020年8月15日まで

ポケモンアニメ、ゲーム実況動画をみること、カフェ
巡り、最近ポトスを育て始めました
転職を機に一人暮らしを始め、ようやく落ち着いてきた頃に世の中
がこんな状況になり、SNSに溢れる言葉の数々に少し疲れてしまい
ました。それでも誰かとの繋がりがほしいという気持ちで、ここに
たどり着きました。 文章能力もなく、字も下手ですが、やりとりし
て下さる優しい方がいましたらぜひ！年齢も性別も問いません。
色んなお話に触れることができたら嬉しいです。
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女性
20代

2020年5月16日

ななつの雫さん
なにわ通り 379番地

2020年8月15日まで

女性
10代

女性
20代

麻衣さん
ピーナッツ通り 330番地

2020年11月15日まで

女性
30代

はるさん
さるぼぼ通り 69番地

2020年8月15日まで

女性
20代

女性
40代

ひまわりさん
きびだんご通り 83番地

2020年8月15日まで

女性
10代

まつりさん
桜島通り 53番地

2020年8月15日まで

料理、音楽鑑賞、読書、動物
はじめまして！16歳の高校生です。いろんな年代の方とお話して
みたいと思い、始めました。お互いの好きなことや、知らないこと
などをたくさんお話できたらいいなと思います。年代、性別を問わ
ず、たくさんの方からのお手紙を待ってます。

日向の国通り 32番地

2020年11月15日まで

文字を書くのが好きな、普通の20代後半会社員です！ 直筆の文字
を通してお会いしたことのない人とお話しするのも楽しそうだなと
思って登録しました！皆さんの日常のお話や地元のオススメスポッ
トや、過去の旅行話などお聞きしてみたいです。 老若男女、また
どんなお手紙かなどは問いません。丁寧なやりとりを心がけます。
どうぞよろしくお願いします。

女性
40代

ラサさん
きりたんぽ通り 13番地

2020年11月15日まで

読書、文通、インク、パン作り、カフェ巡りなど
久しぶりに文通がしてみたくなり参加しました。 のんびりペースで
文通を楽しめたらと思っています。 読書が好きでジャンルを問わず
読みますが、小川糸さんが好きです。 他にはパンを時々作ったり
するのが好きです。 どうぞ、よろしくお願いします。

女性
30代

ハワイアンキルト、ネットショッピング、パン屋さ
ん巡り
初めまして。高校生２人と旦那、あと真っ黒なダックスと暮らして
います。家で過ごすのんびりとした時間が大好きで、文通を通し
てたくさんの人と楽しい時間を過ごしたいと思い入村しました。ハ
ワイアンキルト・ネットショッピングなどが好きですが、趣味に関わ
らず色んな方と文通を楽しみたいと思います。よろしくお願いしま
す。

はるさん
ドライブ、国内旅行、花鑑賞、お笑い鑑賞、いろ
んなところの景色の写真を見ること

読書、映画鑑賞、アロマテラピー、料理、ヨガ、写真、文
房具、万年筆、紅茶、薬膳、旅行、御朱印
子供の時、文通していたワクワク感を思い出し、はじめてみました。
日常のことなど気軽にお話しできたら嬉しいです！平日の昼間は
会社員、家では主婦です。最近はアロマテラピーインストラクター
の資格を取るために、スクール通っています。女性限定で、色ん
な世代の方と関われたらと思っています。よろしくお願いします☺︎

2020年8月15日まで

いろいろな世代の方と文通を通してお話ができればいい
なと思っています！よろしくお願いします！

読書、漫画、アニメ、ゲーム、スポーツ観戦(野球・
テニス)、プラネタリウム、
はじめまして。ずっと興味があった文通を始めたいと思い、登録し
ました。性別関係なく、同年代の方と文通が出来たら嬉しいなと思
います。普段は、IT系の会社に勤めている20代の女性です。字も
あまり上手くありませんが、丁寧に書きたいと思います。これから
よろしくお願いします。

彩の国通り 367番地

漫画を読むこと、ショッピング、食べること、掃除、
音楽を聴くこと、YouTube

弾き語り、アコースティックギター、カメラ、映画鑑
賞、YouTube鑑賞、料理、カフェ巡り
書くことが大好きな新社会人女子です！ 主に音楽と食に、お金と
時間を割いています。 ポジティブに、前向きにを意識して日々生
きています。 特に年齢制限は設けず様々な方のいろいろな考え方
に触れたいと思っていますので、どうぞよろしくお願い致します。

やみぃさん

猫又さん
どさんこ通り 260番地

2020年11月15日まで

ピアノ、お菓子作り、映画鑑賞
色んな世代の人たちと色々なお話をしたいです。猫と、
お菓子・パン作り、音楽鑑賞などが大好きです!!パート
の主婦です。色々なお話聞かせてください。お便りお待
ちしています!!

女性
40代

ビッケさん
相模ハマっ子通り 375番地

2020年8月15日まで

カレー店巡り、風景印、ポスクロ、御朱印、カメラ散歩、
映画、刺繍、お笑い、占い、星野源さん
夫と大学生の息子の3人家族です。普段はいろんなことに興味を持っ
て、フットワーク軽く行動してます。オンライン〇〇など流行りそ
うですが、アナログのお手紙のやり取りに楽しみを感じます♪ ポス
トカードもOKです！大変申し訳ありませんが、女性の方限定でお
願い致します。
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女性
30代

2020年5月16日

ひすいさん
六甲通り 277番地

2020年8月15日まで

女性
30代

読書、散歩、貼り絵、カフェめぐり、温泉
はじめまして。手書きによるコミュニケーションならではの味や個
性を味わいたくて始めました。 新型コロナの自粛期間が終わった
ら、車の運転練習とキャンプを始めたいです。年代、男女問わず
交流してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
30代

ふみくまさん
六甲通り 278番地

2020年8月15日まで

女性
60代

ペンさん
もみじ饅頭通り 120番地

2020年8月15日まで

女性
20代

びき蔵さん
2020年11月15日まで

歩くのが好きです。どこまでも歩いて行ってしまいます。自転車も
好きです。美味しいものを求めて、自転車をこぎ続けています。
音楽はいつも聴いています。TVは手軽で最大の娯楽だと思ったり
します。可愛いもの、面白そうなこと模索中。一人も好きですが
人も好きです。会社員で主婦で母です。幅広い年齢の方と文通で
きたら嬉しいです。

たつやさん
お江戸通り 790番地

彩の国通り 369番地

2020年8月15日まで

映画鑑賞、お寺や神社巡り、旅行、韓国ドラマな
どの海外ドラマもたまに見ます。
初めまして。ご覧いただきありがとうございます。文通に興味があ
り、始めてみました。趣味は、映画鑑賞、お寺神社巡り、旅行(国
内外)、学生時代には韓国ドラマやkpop、台湾ドラマにはまってい
たこともありました。女性の方との文通を希望しています。暖かい、
素敵な文通ができたらと思います。趣味以外のことでも大丈夫で
すので、よろしくお願いします。

女性
30代

はるさん
お江戸通り 789番地

2020年11月15日まで

毎度毎度ロンレタで、会話みたいなお手紙の書き方しますが、お
手紙や紙もの、文房具が好きな方とお話できたらなぁと思います*
最近万年筆を買いましたがまだ使えておりません。インク沼ハマっ
ている方のお話も聞きたいです（笑） キャラ物よりアンティークや
ヴィンテージな風合いが好きです*

女性
20代

手芸、読書、音楽、映画鑑賞、神社仏閣、食べ歩き、文房
具、紙モノ、手紙舎、数字、動物、昆虫

男性
50代

ゆうぽんさん

紙もの（海外使用済み切手、チケット、タグ、シー
ル等）インテリア*文房具*スタンプ

コロナで外出自粛頑張ってます。人恋しくなったり、一
人の時間をのんびりしたくなったり、気分屋ですが、ど
うぞよろしく。

しゃちほこ通り 297番地

2020年8月15日まで

はじめまして！ 気持ちが明るくなるような楽しいやり取りや、自分
の知らないような話がたくさん出来たらいいなと思い入会しました。
私は基本的に明るい話題しか口にしないタイプです^^ 同じような
タイプの方とだと会話が弾みそうです！ よろしくお願い致します！

映画鑑賞、旅行

女性
40代

彩の国通り 368番地

映画鑑賞、音楽、読書、カフェでまった
り、YouTube鑑賞、自宅でゆるく筋トレ

旅行（アメリカ、ドイツ、イタリア、ポルトガル）、語学の
勉強（ドイツ語）、喫茶店巡り
はじめまして。海外文通はずっとしていたのですが、国内文通は
初めてです。旅行が好きで、特に福岡と高知が大好きで、よく訪
れています。なので、全国各地からのお手紙をまっていますが、
特に高知と福岡の方とお知り合いになりたいと思っております。ど
うぞよろしくお願い致します。

ゆみさん

2020年8月15日まで

テニス、独り飲み歩き、音楽観賞、文房具集め
仕事や家庭も落ち着き、自分の好きな時間を持てるよう
なりました。関東圏より出て暮らしたこともなく、
様々な生活を送っている方と知り合う機会があればと思っ
ています。普段のたわいない話ができればいいですね。

亜麻さん
どさんこ通り 261番地

2020年11月15日まで

万年筆、旅行、日本史、イギリス文化史、コスメ、ディズ
ニー、ゲーム、若手男性声優、愛犬と遊ぶ
20代のOLです。元々、万年筆好きの友人たちと文通していました
が、もっといろんな方の手書きの文字の温かさに触れたいと思い登
録しました。2019年は2ヶ月に一回の頻度で旅行に行きましたが、
最近は家に篭ってポケモン、あつ森、sideMなどのゲームをしてい
ます。たくさんの話題を年齢、性別問わずお互いのペースで共有
できれば嬉しいです。

女性
30代

緑風さん
越中通り 44番地

2020年8月15日まで

登山、ハイキング、ジョギング、クラシック鑑賞、
旅行
自然の中で活動することが好きです。登山が好きで真冬
以外は活動をしています。どの季節も好きですが、新緑
の時期が1番好きです。音楽はクラシックが好きです。
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男性
20代

2020年5月16日

わたなべさん
お江戸通り 791番地

2020年8月15日まで

女性
60代

読書、サイクリング、アニメ鑑賞、キャンプ
はじめまして、お読み頂きありがとうございます。 文通の経験は
ありませんが、とても興味があります。というのも、アルバイト先
の生徒からもらった手紙の温かさ忘れられないからです。 アナロ
グの良さを感じさせて頂ければ、また僕の拙い文章で楽しんでい
ただければ、とても嬉しく思います。

女性
30代

みいさん
うつくしま通り 87番地

2020年8月15日まで

女性
40代

海風さん
いよかん通り 47番地

2020年8月15日まで

男性
20代

ゴンさん
2020年8月15日まで

こんにちは、はじめまして。 夫と二人で暮らしています。 昭和レ
トロとミニチュアフードが大好き！ミニチュアフードのピアスを集
めて眺める時間が癒やしになっています。 世代の垣根を越えて、
いろいろお話しましょう。宜しくお願い致します。

みずたまさん
砂丘通り 21番地

どんたく通り 191番地

2020年8月15日まで

テニス、ゲーム、将棋、プラネタリウム、
とある映画で文通の良さを知り今回始めることになりま
した。文章を書くのは苦手ですが、たくさんの人と
色々なお話ができたら良いなと思っていますのでどうぞ
宜しくお願いします。

女性
30代

ゆずめろさん
お江戸通り 792番地

2020年11月15日まで

初めまして♪ゆずめろといいます^^ 3月まで保育士をしていました。
とにかく文房具が好きなので、レタセ、マステ、シール集めが趣
味です★ 男性・女性問わず、幅広い世代の方々とお話してみたい
と思い、文通村に入村しました！ モットーはSTEP BY STEP！！ 良
ければ気軽にお手紙ください♪

女性
50代

テニス、パン作り、雑貨屋巡り、コーヒーを淹れる
こと

女性
20代

みやさん

レタセ、マステなどの文具集め、映画鑑賞、ピアノ、犬と遊
ぶこと、ゆずのLiveへ行くこと

字を書くことや、封筒を作ることが好きです。長年収集
してきたレターセットや切手を使い、お手紙のやり取り
ができたら嬉しいなぁと思っています。 お手紙の他には
海や花が好きです。

越中通り 45番地

2020年8月15日まで

ABBAが大好きです。夫と二人暮らしです。息子と娘がいますが、
結婚してから、ほとんど連絡なしで、淋しいです。でも、彼らをあ
てにしないで、これから残りの人生を、楽しく過ごしたいと模索中
です。同年代の女性の方と文通したいです。よろしくお願いいたし
ます。

読書、料理、切手収集

女性
40代

もみじ饅頭通り 121番地

読書（心理学）、旅行、おしゃべり、食べること、
韓国ドラマを見ること

読書、ひとり旅、ショッピング、Postcrossing、英語の勉強、
海外文通、美容、コスメ
久しぶりに文通がしたくなって入村しました。32歳の女性で、HSP
です。静かにのんびり過ごすことが好きです。30～40代ぐらいの
女性で独身の方、お子さんがいない方を希望します。前向きで楽
しい気持ちになれるやりとりがしたいです。よろしくお願いいたし
ます。

ローズマリーさん

2020年8月15日まで

音楽、バンド、ピアノ、アニメ、レターセット·マス
テ集め、喫茶店巡り、チェキ
新社会人のみずたまといいます〇ﾟレタセやマステの虜になり、誰
かにお見せしたい、手紙を書きたい、ということで入村しました。
かわいい雑貨を見るのが好きなので、皆様のお手紙を見たり、私
自身もお気に入り達でお手紙を送るのが楽しみです。2年前からモー
ニング巡りをしていて、少しずつ記録を残しています。おすすめの
モーニングのお店を知っている方ぜひ教えてください♪

ほのかさん
越前通り 25番地

2021年5月15日まで

夜景・イルミネーション鑑賞、犬のお世話、カフェ巡り、花、
旅行、読書、お笑い番組
はじめまして。ほのかと申します。息子達の子育ても終わり、 今
はトイプードル２匹飼っています。カフェで本を読んだり、 字を書
くことが好きな私です。文通の至福の時、楽しみです！ どうぞよ
ろしくお願いいたします。

女性
30代

コーヒー牛乳さん
とちおとめ通り 95番地

2020年8月15日まで

文房具集め、YouTube、海外ドラマ、声優さん好
き、うさぎと遊ぶ、ラルク好き
こんにちは★再度独り身になってしまった30代女です(笑) なかなか
立ち直ることが出来ず、楽しいことや生きがいを見つける日々…か
わいくて丸くてヤンチャなうさ兄と暮らしています★ 幼い頃か
らHSP気質のため苦労しっぱなし… 職場の愚痴や楽しかったことな
ど、なんでも気軽にやり取り出来たらいいなと思っています！
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第251号
女性
20代

2020年5月16日

さえこさん
どさんこ通り 262番地

2020年11月15日まで

女性
50代

収集癖→コスメ、レタセ、マステ、紙モノ、動物、
YouTube、歌うこと、あつ森
はじめましてこんにちは。 文通歴は17年目に入りました。 趣味に
書ききれませんでしたが ジャニーズ（全般）、錦戸亮くんが大好
き。パグとインコ飼ってます。 好奇心旺盛なので、文通を通し 自
分の知らない世界を知ることが大好きです。 元々興味がありまし
たがやっと文通村に入る 決意を致しました。男女や年齢は問いま
せん。 よろしくお願い致します。

女性
20代

ちなつさん
上州三山通り 82番地

2020年11月15日まで

女性
30代

さくらさん
ピーナッツ通り 331番地

2020年8月15日まで

女性
30代

いち子さん
平城京通り 61番地

2020年8月15日まで

男性
50代

男性
20代

トレさん
とちおとめ通り 96番地

2020年8月15日まで

ライディーンさん
しゃちほこ通り 298番地
映画鑑賞
ケ

手話

2020年8月15日まで

低山ハイキング バイク

カラオ

天気の良い休日は バイクで自然の中を 走ることが好きです! 手話
の学習も少しづつ 続けております ボランティア 音楽 いろんなお話
しをしたいです お手紙で 交流できたら 嬉しいです。

女性
40代

はなももさん
阿波の国通り 5番地

2021年5月15日まで

読書、映画鑑賞、旅行、舞台鑑賞
コロナの影響で外出もままならない日々。旅行にも出掛
けられないし、それなら手紙で日本のいろんな場所の方
と繋がれたら素敵だと思い入会を決めました。子育て中
の新米ママですがよろしくお願いします。

女性
30代

読書、映画鑑賞、洋ドラ、漫画、ハイキング
はじめまして、毎日の些細なことや趣味のこと、取り留めもない話
が出来たら嬉しいです。 字も下手ですが、丁寧にお返事を返させ
ていただきます。 年齢性別こだわりません。ポストカード、ミニ
レター構いません。お互いのペースで文通できたらなと思います。
よろしくお願いします。

2020年8月15日まで

こんにちは！はじめまして。 アクセスいただきありがとうございま
す。 子育てが終わり、趣味の時間を持てるようになりました。旅
行の計画ができなくなり、こちらの文通サイトに登録しました。年
齢の近い方とお友だちになりたいです。性別不問。英語文通可能
です。どうぞよろしくお願いいたします。

ライブ、音楽を聞くこと、読書、旅行、スポーツ観
戦、ヨガ
はじめまして。ごく普通の会社員です。 日常のささいな出来事や、
うれしかったことなどを共有し合えたら素敵だと思い、入会しまし
た。小さい頃にも文通をしていて、温かみのある手書きの文字が
大好きです。 年齢・性別問わず、いろいろな方とお話してみたい
です。よろしくお願いします。

相模ハマっ子通り 376番地

旅行、海外国内文通、カフェ巡り、韓国ドラマ、美術館巡り、
読書、映画鑑賞、ヨガ、ウオーキング

ドライブ、音楽鑑賞、アンティーク雑貨集め、YouTube(特
にゲーム実況)、星座・月
大好きなお手紙を通じて、色々な方と繋がりたいなと思い始めま
した。最近は自作プレイリストを流しながらドライブをしたり、ゲー
ム実況を見て過ごしています。最近星座や月に興味を持ち、本を
読んだり、天文台へ行ってみたいな〜なんて思っています。詳しい
方ぜひ色々教えてください。語ってください。。 趣味のことや最近
のこと、好きなことを共有できたらいいなと思っています。

beautifuldayさん

ことのさん
常陸の国通り 120番地

2020年8月15日まで

お菓子作り、映画鑑賞
2児の母です。 学生の頃文通をしていて、返事を待つあの時間の
ワクワクをもう一度楽しみたいと思い、入会させていただきました。
今は、子どもたちの育児と仕事で手一杯ですが、そんな中でも自
分の趣味をもっと増やせたらいいなと思っています。 年代、性別問
わず、いろんな方とお話してみたいです！

女性
20代

のくまさん
さるぼぼ通り 70番地

2020年8月15日まで

読書、映画鑑賞、フィルムカメラ、ドライブ、自転
車旅、サッカー

読書、映画、切手収集、ゲーム実況、都市伝説、ドライブ、
観光、紙モノ、マステ、シール

最近、外出自粛から読書にハマり始め、たまたま読んだ大宮エリー
のエッセイ本から、人に何かを伝えることの大切さを学びました。
自分も何かを伝えたいと思いました。簡単な自己紹介ですが、自
分は最近都内での仕事を辞めて、地元に帰って来ました。日々、
挫折しながらも新しい何かを求めてもがいています。文通は初の
試みですが、機会がありましたら文通相手として宜しくお願いしま
す！

初めまして。たぬきみたいな猫を一匹買っています。谷瑞恵さんの
『拝啓、彼方からあなたへ』を読んで文通がしたくなり、憧れの文
通村に入村させていただきました♪広く浅く、色んなことが好きで
す。お手紙を通していろんな方といろんなお話をして、仲良くなれ
たらなと思います。よろしくお願いします！
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女性
20代

2020年5月16日

ここたさん
相模ハマっ子通り 377番地

2020年8月15日まで

男性
60代

ライブ、アニメ、猫、ゲーム、ラーメン、料理、
読書、映画、勉強、文具
猫と2人暮らし中の24歳ゆるふわOLです(*´꒳`*) 仕事は会計関連
で、特技は電卓左打ちです笑 アニメとか漫画とか大好きです！音
楽はジャンヌ、ABC、金爆、シドが好きです！よろしくお願いします
(´∀｀)

女性
50代

すみれさん
どんたく通り 192番地
読書

、

2020年8月15日まで

女性
40代

つづみさん
ピーナッツ通り 332番地

2020年8月15日まで

女性
30代

しらこばとさん
2020年8月15日まで

インコを飼っています。国内外の推理小説やエッセイを読みながら
紅茶を飲むことが好きです 旅行を兼ねて寺・神社の御朱印巡りを
楽しんでいます。お互いのペースで趣味のこと等いろいろお話しが
できたらうれしいです。

はなさん
しゃちほこ通り 300番地

どさんこ通り 263番地

2020年8月15日まで

邦楽全般、読書、料理、お酒（美味しいお店探し）
映画鑑賞、旅行、カフェ巡り
はじめまして！30代前半の会社員です。文通は初めてですが、ずっ
と興味がありました。音楽はサカナクション、RADWIMPS、米津玄
師、あいみょん等よく聴き、フェスも大好きです！飲み歩くことや
旅行も好きなので、情報交換含め、性別年齢問わず、趣味の合う
方と色々お話出来たら嬉しいです！

女性
20代

Shuloさん
ピーナッツ通り 333番地

2020年11月15日まで

自粛生活の中、人の考えや趣味に触れることで気持ちが解放でき
ればと、文通を始めることにしました。 幼い頃から絵や色に興味が
あります：大学デザイン専攻→塗装職人→のんびりデザイナー 日
常の話など、ゆるーくホッとできるようなやり取りをしたいです。

女性
20代

読書、大相撲、神社、城、ポスクロ、切手集め、
旅行、紅茶

女性
30代

りんごさん

古着屋巡り、ラッピング 、YouTube、収集(海外の雑貨や化
粧品、紙もの、アクセサリー)

新しいお友達を作りたいなと思っています。 特技は特に
ありませんが、笑顔をほめてもらえることが多いです。
文通初心者ですが、よろしくお願いします。

お江戸通り 796番地

2020年8月15日まで

若い頃１０年ほどアマチュア劇団で活動しました。５０代後半に
なって戯曲などを書くことの勉強を始めました。それらはパソコン
を使いますが、万年筆で紙に文字を書く感じが好きです。僕はロ
イヤルブルーのインクを使っています。文通で小さな出会いや発見
があればいいなと思っています。よろしくお願いします。

読書、散歩、アロマテラピー

女性
40代

なにわ通り 381番地
読書、テニス、朗読

映画を見ること、旅行 ブログを読む

こんにちは、私は51歳の主婦です パートで働いています。 子供が
大きくなり、自由になりました。 最近は映画を見たり、日帰り旅
行に 行ったりしています。 テレビを見てこの文通村の事を 知りま
した。 本や映画が好きな方と文通 してみたいです。

ゲンさん

2020年11月15日まで

茶道、読書、映画鑑賞、カフェ・純喫茶・パン屋さ
ん巡り、料理、カメラ、旅行、絵手紙
はじめまして。OLのはなです。性格は周りからはいつもにこにこ
してる、ふわふわしてる、天然など言われます。のんびりした時
間が好きなので、庭の花が咲いたよ、○○美味しかったよとか、
フフッと楽しいことがあったよというお話を私にもこっそり教えてい
ただけませんか？心がふわっとするような時間を老若男女問わず
一緒に過ごせるとうれしいです(*´ω`*)よろしくお願いします。

小梅さん
六甲通り 279番地

2020年8月15日まで

写真、読書、海外ドラマ、日本酒、着物を着る、
お香、トランペット、ディズニー
初めまして。小梅と申します。文字や手紙を書くことが好きで、思
う存分書きたくて入村しました。着物やお香、ミステリ小説と海外
ドラマが大好きです！趣味等に関わらず色んな方とお話し出来れ
ば嬉しいです。一筆箋やポストカードも大歓迎です。よろしくお願
いします！

男性
40代

しょうごさん
しゃちほこ通り 301番地

2020年8月15日まで

浜田省吾、バドミントン、ドライブ、旅行、海、
ウォーキング、防災(士)、家庭教師
はじめまして。46歳の会社員です。４月から名古屋に住んでいま
す。コロナで、なかなか出掛けられない寂しさと、字を上手くなり
たいと思い、中学時代の文通を思い出し、申込みました。多忙な
毎日から、たまには立ち止まって日常を振り返りながら、お手紙が
書けたらなと思います。
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第251号
女性
30代

2020年5月16日

オラっしーさん
彩の国通り 370番地

2020年11月15日まで

男性
30代

映画鑑賞、音楽鑑賞

ケヤさん
平城京通り 62番地

2020年8月15日まで

初めまして。「言葉と和に生きる」がモットーで、言葉と文章に魅
せられた者です。言葉とは人の生活を切り取る人の編み出した文
化です。あなたの色、音、息遣いに溢れた、あなたの文化をちら
りと分けて下さいませんか？ どんな話題でも、素敵に言葉に綴り
ましょい

てるともさん
ピーナッツ通り 335番地

女性
20代

2020年8月15日まで

てるともと申します。休学・留年を1年づつ経て、去年の3月にやっ
と大学を卒業。今は社会人2年目となり、妻とのまったりライフを
楽しんでいる者です。 大学で学んだ英米文学を通して、文章の読
み書きに少しずつ興味が湧き、今でも文章を書くのが好きで、文
通を初めてみました。マイペースに、思いのままに、無理せずに、
老若男女問わず色々な方と手紙を送り合えたら嬉しいです。

たるとさん
越後通り 96番地

2020年8月15日まで

女性
30代

ねまきねこさん
ピーナッツ通り 337番地

2020年11月15日まで

しゃちほこ通り 302番地

2020年11月15日まで

初めまして。文通初心者ですが、人との一期一会を大切にしたい
と思っています。ゆるく長く沢山続けていきたいです。読書はジャ
ンル問わず、音楽はK-POPを聞いています。気軽に趣味の話やそ
うでない話などなんでもやりとりできたら嬉しいです。

男性
40代

おにぎりんさん
常陸の国通り 121番地

2020年8月15日まで

音楽鑑賞、映画鑑賞、読書、文房具、温泉、カフェ巡り、
ウクレレ、海岸散歩、七十二候、
はじめまして。映画「ラストレター」を観て、手紙を書きたくなりま
した。10代の頃にFM雑誌の文通コーナーでお手紙のやり取りをし
て以来です。のんびり屋ですので、ラジオとか、手紙とか、風に
乗って運ばれてくる感じが好きです。どうぞ、よろしくお願いしま
す。

女性
50代

ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ、読書、ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,ﾍﾟｯﾄ、海外ﾄﾞﾗﾏ など
はじめまして。日々の暮らしに 楽しみを増やせたらと思っ
ています。末永く やりとりをしてくれる方と… 色んなお
話 しましょう♪ よろしくお願いします (^_^)

海鼠さん
読書、音楽鑑賞、写真、旅行、御朱印、韓国語、
英語、カフェ巡り、かき氷、特撮

1人カラオケ、飲酒、映画鑑賞、音楽鑑賞(Jポッ
プ)、サッカー(するのも観るのも)

女性
40代

2020年11月15日まで

文字を読む事が好きです。手書きの文章に心打たれるこ
の頃です。自分でも気持ちを込めて書いてみたいなと思
います。散歩中、温泉中、神社、静かな時にあれこれ
思い描いて過ごしてます。

読書、小説執筆、バレーボール、相撲、寺社仏閣
＋温泉巡り、その他諸々

男性
20代

ピーナッツ通り 334番地

読書、ドライブ、散歩、温泉、食べ歩き、神社、
お寺、図書館

初めまして。この度以前からずっと気になっていた文通
を始めてみることにしました。世代問わずいろいろな方
と交流したいと思っています。お気軽にお手紙下さい。
どうぞよろしくお願い致します。

男性
20代

きたひかりさん

こたさん
ピーナッツ通り 336番地

2020年8月15日まで

読書、美術鑑賞、絵画、紙もの集め、神社仏閣巡
り
こんにちは、気が付けば独身のまま５０代になっておりました。今
は高齢両親の面倒をみつつ、フルで働いております。 美術館で好
きな絵を見るのが大好きです。いつかまじめに習いたいと思ってい
ますが、いつになる事やら。 近くに友人もいないため、日々の何
気ない話をする相手もおりません。毎日起こる小さな事をのんび
り文通できたらうれしいです。 よろしくお願いいたします。

女性
20代

みやっちさん
ちょるる通り 54番地

2020年11月15日まで

動物好き、御朱印巡り、散歩、観光、心理学、写
真を撮ること、お菓子作り

マステ、シール、料理、食べること、ダイエット、
雑貨屋巡り

はじめまして。 日帰りでどこかに観光に行ったり、自然の中を散
策するのがとても好きです。 キャンプやガーデニングなどにも興
味を持っています。 文通は不慣れですが、お互いの好きなものの
話や、日常のこと、ちょっと気づいたことなど、のんびりと話をで
きたらいいなと思います。 よろしくお願いします。

はじめまして、みやっちといいます！ マスキングテープやシール集
めが好きです。最近は増えすぎた体重を落とすのに奮闘していま
す！！！ 日常の些細なことやどんなことでも、お手紙を通じての
んびりと楽しくお話しできればいいなと思います。(ポストカード等
も大歓迎です！) 文通は初心者ですが、よろしくお願いします！
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第251号
女性
30代

2020年5月16日

みどりさん
お江戸通り 797番地

2020年8月15日まで

女性
20代

映画、読書、ラジオ、純喫茶、一人旅、ウォーキ
ング、自然、、月、猫
30代独身、フリーランスで仕事をしています。 映画鑑賞と読書と
ラジオが好きで日課になっています。年齢や趣味問わず、日常の
ちょっとした出来事を教え合ったり、自分ひとりでは感じられない
人生の視点や感性に触れたいと思い始めました。よろしくお願い致
します。

女性
20代

ぽむさん
杜の都通り 127番地

2020年8月15日まで

あひるさん
彩の国通り 373番地

2020年8月15日まで

動物、海外ドラマ、お散歩、スヌーピー
はじめましてー！あひるっていいます^^モルモットとかうさぎとか、
小動物が好きです。 でも将来大型犬と暮らしたい夢もあるし、動
物園で特別好きなのはきりんとぞうです笑 最近ガーデニング始め
ようか悩んでます、、！ 日々の何気ない出来事とかのんびり話せ
たらなーと始めてみました！ よろしくお願いします◎◎

男性
20代

たくみさん
お江戸通り 798番地

2020年8月15日まで

音楽、カフェ巡り、お菓子作り、料理、ギター、ウクレレ、
洋服、映画鑑賞、アニメ鑑賞、ゲーム

読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、散歩、考え事、酒、
コーヒー

こんにちは！❁¨̮ ポムポムプリンと邦楽ロックバンドを愛してやま
ないです( ◜ω◝ )♪ 好きなバンドは、GOOD ON THE
REEL/mol-74/ハンブレッダーズ/クリープハイプ/Halo at 四畳
半/sumika/アンテナ など！、、 音楽のお話やカフェ巡りなどのお
話が出来たら嬉しいです( ´ω` )/

はじめまして。たくみです。 思春期に友人と文通をしていて、相
手の顔を思い浮かべながら、机に向かってじっくり手紙を綴る時間
が、すごく大切な時間だったことを思い出して、始めてみました。
いろんな方々と、ゆっくり、じっくり、たわいも無いお話ができると、
いいなと思います。 よろしくお願いします。

女性
50代

まる子さん
うつくしま通り 90番地

2020年8月15日まで

読書、音楽鑑賞、ゲーム、漫画、もの作り
はじめまして。最近、文通村の事を知って入村しました。
年齢問わず、いろんな方と趣味や日常の事などお話出
来たらと思っています。よろしくお願いします。

