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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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ゆみゆみさん
ピーナッツ通り 260番地 2020年8月31日まで

女性
30代

あつ森、ご当地フォルムカード、旅行、御朱印、
風景印

初めまして♪ ご覧頂きありがとうございます。 約1年ぶりに戻って
来ました。 あつ森にハマりつつ、他にも風景印やご当地フォルム
カード、御朱印集めも好きです。 旅行も好きですが中々行けませ
ん！ 文通を通しお話し出来たらと思います。 似たような方、それ
以外でも気になった方、一緒に文通しませんか。 宜しくお願いしま
す。

如月さろんさん
信濃通り 87番地 2020年11月30日まで

女性
50代

ポストカード集め、散歩、これあり？文通など(ボトルとか、
木とか、布の封筒とか)読書、コポー

素人同士、文通でやってみたいことがある方や、ポストカードのみ
の方もお待ちしてます。既婚、子、仕事ありです。重度な心疾患
のある方はご対応しかねます。これってあり？のお手紙やポストカー
ド大歓迎です。もちろんスタンダードな文通も嬉しいです。老若男
女、海外の方からもお待ちしてます。よろしくお願いします。

ナッツのママさん
ねぷた通り 43番地 2020年8月31日まで

女性
50代

ボウリング、ドライブ、

人見知りで自分に自信の持てないママですが 誰かとお
話をしたいので よろしくお願いします

りりりんさん
彩の国通り 371番地 2020年8月31日まで

女性
10代

アニメ鑑賞、読書、ぬいぐるみ収集、切手や便箋
収集

初めまして。こんにちは。 可愛い便箋が好きでよく集めているの
ですが、使う機会がなかなか無かったのでこちらで文通を始めよ
うと入会しました。 性別、年齢、関係なくゆったりとお話がしたい
です(*´˘`*)♡ このような文通サイトを初めて利用するのでドキド
キですが生活に幸せが訪れればいいなと思っています。

かいちんママさん
彩の国通り 372番地 2020年8月31日まで

女性
20代

ポストカードやレターセット収集、旅行、道の駅訪
問、郵便局訪問

夫と一歳の息子と暮らしています。自粛中でますます人
と会う機会が減り、何気ない日常の会話の交換をしたい
です。趣味だけではなく、何気ない話のやりとり致しま
せんか？

ももいろさん
うつくしま通り 88番地 2020年11月30日まで

女性
30代

レタセ・マステ集め、ご当地フォルムカード、ハンドメイド、
旅行、ディズニー、サンリオ

はじめまして。子供が3人（小6、小2、1歳）います。子供の頃か
ら字を書くことが好きでした♪スイーツなど甘い物、パン屋さん巡
りも好きです♪TV番組はEテレを観ることが多いです。趣味や子育
て、日常の出来事など、お互いのペースでお話できたらと思いま
す！女性の方限定で宜しくお願い致します☆

かのこさん
伊勢通り 72番地 2020年11月30日まで

女性
20代

音楽、ベース、美味しいもの、歌うこと

20代後半、社会人3年目です。以前、奈良に住んでいたので、奈
良と京都(の美味しいもの)が好きです。レターセット好きですが、
使う機会がなくたまっていくばかり。長文になりがちですが、大丈
夫な方、できれば同年代の方とお話ししたいです。手紙の形態や
長さにこだわりありません。趣味はほぼ無いですが、ジャンル問
わず音楽のおすすめあればぜひ。

ののこさん
なにわ通り 382番地 2020年8月31日まで

女性
50代

犬、猫、ゴルフ、ラーメン、タイ料理

初めまして。 この度、娘の紹介で入村しました。 10代の頃に文通
や無線の経験あり^_^人並み以上に波乱万丈な人生を歩んできた
つもりでいます。（笑） 日頃のたわいもない出来事や、悩み、相
談も含めて色々な話を 40代以上の方と楽しくやりとり出来たらなぁ
と思います。 性別は問いません。 どうぞ気軽に、宜しくお願いし
ます^_^
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雅人さん
どさんこ通り 264番地 2020年8月31日まで

男性
20代

ドラマを見ること、音楽鑑賞、フィギュアスケート
鑑賞、美味しいものを食べること

はじめまして。私は、身の回りになかなか自分と同じ趣味を持って
いる人がいないのが悩みでした。この文通を通して様々な方と自
分の好きなものについて交流をしたいと思っています。文通をする
のは初めてのことなのですが、心を込めて手紙を書きたいと思って
います。よろしくお願いします。

祈羊神光さん
信濃通り 110番地 2020年11月30日まで

女性
20代

哲学、心理学、自己啓発本、名言、諺、熟語、喫茶店、猫、
筋トレ、自然、神社、占い、ドラえもん

互いの趣味のことから、過去のこと、現在のこと、未来のこと…話
題は暗くても明るくてもいいです。飾らずにありのままの自分でお
互いにお話してみませんか？老若男女問いませんので色々な都道
府県の方と文通をしてみたいです。私の好きな面白小噺や名言を
添えて送ることもあります。ドラえもん好きさんはぜひ私と語りま
しょう（笑）

わちさん
なにわ通り 383番地 2020年11月30日まで

女性
30代

紙もの（マステ、メモ）、美味しいもの、100均巡り、SNS、
ポケモン、サンリオ、文通

はじめまして。趣味に書いたこと以外にもスマホで写真を撮ってア
ルバムを作ることが好きです。インスタグラムがきっかけで文通を
始めて楽しさに夢中になり、色々な方とお話したいと思っています。
どうぞよろしくお願いします！

汽水域さん
信濃通り 22番地 2021年5月31日まで

女性
30代

読書、珈琲、雨宿り

本に書かれた言葉は架空のものなのに正直な気がしてとても好き
です。年齢や性別や住んでいる場所に興味はあまりなくて、何が
好きか、どんなときにどんな音楽を聴くか 悲しいときに足を運ぶ場
所はどこかそんな話が出来たら 嬉しく思います。

あづささん
しゃちほこ通り 303番地 2020年11月30日まで

女性
20代

カメラ、ネイル 、ぬりえ、読書、ゲーム、猫

私は、自分の想いを表に出すのが苦手です。でも、文章の中だっ
たら素直に何でも話すことができることに気づきました。 猫が大好
きで、2匹飼っています。風船屋さんで仕事しているくらい風船も
大好きです！文通を通して、様々な方と出会い、色んなお話をし
ていきたいと思っています。 老若男女問わず、色んな方とお話し
たいと思っています。よろしくお願いします。

赤いガーベラさん
うつくしま通り 42番地 2020年11月30日まで

女性
40代

お菓子作り、字を書くこと、歌を歌うことなど

前にも入会していましたが、この度、生活に少し余裕が
でき、改めて文通したい‼️と感じるようになりました。
色々な方と男女問わず、文通を通してたくさんお話でき
たら✨と思っています❗よろしくお願いします。

こっちちこっこさん
さるぼぼ通り 71番地 2020年8月31日まで

女性
30代

刺し子、ピアノ、切手集め、便せん集め、マステ集め、リラッ
クマ、「おかあさんといっしょ」

はじめまして。子育て中です。刺し子などの手芸が好き
な方、文房具などを集めることが好きな方、お子さんと
「おかあさんといっしょ」を見ている方、たくさんお手紙
をやり取りしたいです。よろしくお願いします。

多夏さん
なにわ通り 384番地 2020年8月31日まで

女性
20代

カフェ巡り、旅行、お菓子作り

はじめまして。多夏(たか)です。自分を知らない誰かと話がしたい
と思い、登録させて頂きました。20代後半で、1人暮らしをしてま
す。できれば同世代の方々と、好きな事、心が惹かれる事、たわ
いもない事をお話しして、共有できたらと思います。よろしくお願
いします

さくらこさん
ピーナッツ通り 338番地 2020年11月30日まで

女性
40代

ゲーム、スイーツ巡り、ハンドメイド、映画、読書、
旅行

L'Arc～en～Ciel、ディズニーが大好きです。マステも
集めています。色々なお話が出来たら良いと思っていま
す。老若男女問いません。よろしくお願いします。

紫夏さん
火の国通り 44番地 2020年8月31日まで

女性
40代

映画鑑賞、書道、テニス、水泳、読書、旅行、会
話

手紙を待つ時間や、ゆっくり自分の気持ちや近況を書く楽しみを味
わいたく、はじめることにしました。 一児のママしながらお仕事し
てます。 人と会話したり、体を動かすことが大好きです。 将来は
海外に住んでみたいな〜と思っています♩ お手紙を通して色んなお
話しましょう。



第252号 2020年6月1日
　　4

のんちゃんさん
お江戸通り 799番地 2020年11月30日まで

女性
50代

読書、音楽鑑賞、音楽ライブ、ラジオ、大人の塗り絵、お
散歩、映画、文学館巡り、ドライブ

図書館司書です。音楽（クラシック、ゴスペル、フュージョン）を
よく聴きます。音楽史を独学中です。角松敏生さんのファン歴35
年です。自分が知らなかった世界を教えていただいて、視野を広
げたいです。年齢、性別問わず、お友達になれたら嬉しいです。
お相手のことを想いながらお手紙を書く時間を、大切にしたいと思っ
ています。よろしくお願いいたします。

はなちゃんさん
お江戸通り 800番地 2020年8月31日まで

女性
40代

読書、映画、絵画、静かな生活

40代前半。遅読ですが、本を読むことが好きです。文学だと夏目
漱石、永井荷風、内田百閒、寺田寅彦、中勘助、川端康成、三島
由紀夫etc… 映画は小津安二郎。昔の映画。 自分の年代よりずっ
と昔の文学や映画や生活が好きです。文学好きで静かに生活され
ている方と、のんびり文通出来たら嬉しいです。

ゆきさん
お江戸通り 377番地 2020年8月31日まで

女性
30代

料理、散歩、お笑い動画鑑賞、フラワーアレンジ
メント、読書

文字を書くのが好きで、入会しました。年齢や性別など
関係なく、お互いの趣味の話や日常のちょっとしたでき
ごとなどをお話ししたいです。お気軽にお手紙ください!

なぎささん
どさんこ通り 265番地 2020年8月31日まで

女性
30代

文通、塗り絵、スクラッチアート、ゲーム、料理

初めまして。もし、よろしければ、プチプレなどもでき
ますので、気軽に文通できればいいなと思ってます。よ
ろしくお願いします(*´罒`*)

みっちゃんさん
伊勢通り 73番地 2020年8月31日まで

女性
20代

手芸、歴史

社会人5年目。児童養護関係の仕事をしています。 三国
志などの歴史が大好きです。 適応障害で転職経験があ
ります。ゆるゆる、やりとりできる方お待ちしていま
す(^^)

うつぎさん
常陸の国通り 122番地 2020年8月31日まで

女性
40代

音楽、LIVE鑑賞、映画、散歩、花、動物、ガラスアクセサ
リー、読書、雑貨、旅行、カフェ

2歳男児を子育て中の40代前半です。文通は元々好きですがだい
ぶ久しぶりです。最近はKing Gnuをよく聴いたり、ハンドメイドの
ガラスアクセサリーの美しさにハマったりしつつも、大体の時間は
子育てに。日常の事などとりとめのないお話になるかもしれません
し、短い手紙になるかもしれませんが色々な話を気軽にできれば
嬉しいです。よろしければお願いします☆

なこさん
彩の国通り 374番地 2020年8月31日まで

女性
20代

水族館、海を眺めること、ドライブ

はじめまして。前々から文通には興味を持っており、社
会人としても少し余裕ができたので、始めてみようと思
い登録しました。人の数だけ人生があると思います、ぜ
ひぜひいろいろな方とお話ししてみたいです！

果寿さん
どんたく通り 193番地 2020年8月31日まで

女性
20代

読書、漫画、映画鑑賞、J-POP

子育て中であまり人と話す機会も少なくなったので、趣味の合う方
とお話したいです。最近は「BEASTARS」「きのう何食べた？」「違
国日記」という漫画にハマっています。小説も好きなのですが、子
育て中なのであまり読めていません。近藤史恵さんや山本文緒さ
ん、瀬尾まいこさんの作品がとても好きです。色んな本を読みま
す。ムーミンの世界観が好きです。

さいきさん
しゃちほこ通り 304番地 2020年8月31日まで

男性
20代

旅行、プロ野球観戦(横浜ファンです)、ゲーム、サ
イクリング

はじめまして。文通は小学生の頃依頼ですがみなさんと楽しくやり
取り出来れば嬉しいなと思います。出身は福井県で、今は転勤で
愛知県に住んでいます。旅行と食事がすきなので、美味しいご飯
屋さんなどを共有できたら嬉しいな〜と勝手に想像しております(
¨̮ ) 国語力はないので拙い文になるかもしれませんが、よろしくお
願いします

るくこさん
相模ハマっ子通り 378番地 2020年8月31日まで

女性
40代

映画鑑賞、スポーツ観戦、ペット、ドライブ

文房具が大好きでお店で新しいものを見るとついつい買っ
てしまいます。 変わったものも大好きです。 毎日犬中
心の生活です。 たわいもないお話ができたらうれしい
です。
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景月さん
お江戸通り 803番地 2020年8月31日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞(アクション、ホラー、サスペンス系、洋画
中心)、小説創作、手紙用品集め、占い

友達や家族によく手紙を書くのですが、いろんな人と文通してみた
いと思って登録しました。 おすすめの映画や本の話や、小説を書
く方はコツや勉強方法などについてお話してみたいです。 気まぐ
れな性格。ペンネームは「かげつき」と読んでください。月が好き
です。

なんさん
彩の国通り 375番地 2020年8月31日まで

女性
20代

ゲーム(幅広め)、ぬりえ、映画ドラマ鑑賞、フットサル、パ
ズル、カラオケ、読書、お酒、犬猫

会話幅広めです！幼い頃から手紙が好きで祖母とよく文
通をしていたのですが、最近それだけでは物足りなくな
り入村してみようと思いました。子供のころから集めて
た便箋がありすぎるので、色んな種類でお届けします。

アザミさん
相模ハマっ子通り 379番地 2020年8月31日まで

女性
40代

海外ドラマ鑑賞（Netflix等）、映画鑑賞、写真、読書、カ
フェ、サウナ、ヨガ、競馬

初めまして！海外にペンパルがいますが、国内文通は中学生以来
です。既婚子無しフルタイムで働いていますが、スキルアップす
べく模索中です。ゆっくりペースで心温まる文通が出来る方ならど
なたでも。お手紙お待ちしております。

しずくさん
六甲通り 280番地 2020年8月31日まで

女性
30代

ハイキング、お料理、パン・お菓子作り、童話、
挿絵、刺繍

初めまして。私はのんびり穏やかで、自然散策しながら植物や野
鳥を観察したり、ごはんやお菓子作りが大好きです。感動した事
や気持ちを文章に綴る時間を大切に思っています。お手紙で
色々なお話を伺えたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。

山羊さん
常陸の国通り 123番地 2020年8月31日まで

女性
30代

料理、読書

田舎育ちで自然が好きです。 それから、食べることも好きです。
最近は、栗原はるみさんの料理本を読んで、サバの押し寿司を作
りました。毎日のごはんからパン作り、お菓子作り・・。とはいえ、
まだまだ勉強中です〜！ 日々のこと、料理のこと。女性の方との
んびり文通ができたら嬉しいです。絵が得意なので、お手紙に添
えられればと思っています。

まきさん
相模ハマっ子通り 380番地 2020年11月30日まで

女性
30代

良かった探し、読書、散策、視野や世界を広げること、ヨガ、
ダイエット、神社、本屋巡り、動植物

初めまして。自然が大好きで、森林や花屋さん巡りをします。手
書きが好きです。好きな携帯アプリは、「ほぼ日」「みんチャレ」
「星のDQ」です。「ONE PIECE」のチョッパーのように、病院でお
世話になった経験から、病院勤務です。コロナ騒動？の中で人の
ぬくもりやご縁を大切にしたく、老若男女の皆様、手紙で良かった
らお話してもらえませんか？

うなぴよさん
お江戸通り 804番地 2020年8月31日まで

女性
30代

旅行、パンケーキ屋さん巡り、足湯巡り、ホットヨ
ガ、水泳

学生の頃文通をやっていましたが、だんだんとSNSへ移行し手紙か
ら離れてしまい…。また手紙が来るワクワク感と書く楽しさを求め
て始めてみました。 今、子育て中です。いつか外国に長期滞在す
ることを夢見て、英語の勉強を開始しました。マリメッコとパンケー
キが好き！年齢性別関係なく交流できたらと思っています。よろし
くお願いします。

ぽよみさん
常陸の国通り 125番地 2020年8月31日まで

女性
20代

音楽鑑賞(邦楽)、ライブ、お笑い、旅行、スヌー
ピー、USJ

はじめまして！新たな趣味として、文通にチャレンジしてみようと
思い入会しました。性別・年齢問わず、たくさんの人達と文通を通
して楽しく交流出来ればと思います。日々の暮らしが彩りあるもの
になりますように！よろしくお願いします◎

あーちゃんさん
六甲通り 281番地 2020年8月31日まで

女性
30代

紙モノ集め 手帳 ドライブ 映画鑑賞

2児(女の子)のmamaです。 紙モノ大好きです。特にシール、メモ
帳大好きです。年齢問わず色んなお話が文通で出来たらいいなと
思います(*^ω^*)お気軽にお手紙ください。 どうぞよろしくお願い
いたします。

あややさん
うつくしま通り 91番地 2020年8月31日まで

女性
30代

楽器、ハンドメイド、ゲーム、お酒、映画、まじめな夢占い、
てきとう料理、カツ丼食べ比べ

はじめまして。20年ぶりに手書きのやりとりがしたくなり入会しま
した。 普段は1歳4ヶ月娘（小麦アレ）の専業主婦お母さん。寝か
しつけ後はアイロンビーズやゲーム（今はあつ森）、EWIなどをし
ています。 ペースもお手紙の長さも形も問わず、どこかのどなた
かとのんびりなお手紙を楽しみにしております。どうぞよろしくお
願いします。
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おおしまさん
ピーナッツ通り 101番地 2020年8月31日まで

男性
20代

読書、ランニング、美術、絵を描く、音楽、ピアノ（下手で
す）、写真、土いじり、食、暮らしなど

はじめまして、文通へ憧れが昔からあって、入村しました。気の合
う方と仲良くできたらうれしいです。 絵を見たり、描いたりするの
が好きで、長い間続けています。本は月１０冊くらい寝る前に読
みます。 土をいじりで癒されるのがマイブーム。 等身大で書きま
すので、かるーい気持ちでお手紙送ってくださいね。 よろしくお願
いいたします。

aya★あやさん
なにわ通り 385番地 2020年8月31日まで

女性
20代

名探偵コナン、ピアノ、スキー、三代目J SOUL BROTHERS、
旅行、御朱印巡り

現在妊娠6ヶ月の初マタです！ 妊娠中の情報交換や、共通趣味の
方と文通できたら嬉しいです！三代目のライブはよく遠征していま
す^_^同じファンの方繋がれたら嬉しいです！ また、インスタなど
で文通村を見ていて 楽しみが増しています★ ぜひよろしくお願い
申し上げます。

Bunnyさん
お江戸通り 805番地 2020年11月30日まで

女性
40代

読書、映画、海外ドラマ、音楽（洋楽）、昭和レ
トロ、シール集め、猫、犬、イギリス

昔楽しんでいた文通が懐かしく、ポストをのぞくわくわくをまた体
験したく入村しました。現在国際遠距離恋愛をしています。英語の
勉強、ファミレスでのおしゃべり、ライブ鑑賞、文房具めぐり、ス
ピリチュアルなことも好きでオラクルカードなどもやります。皆さ
んと色々なお話ができるのを楽しみにしています！

ムックさん
どさんこ通り 266番地 2020年11月30日まで

女性
40代

映画、海外ドラマ、ラジオ、本、音楽、料理(を食
べる)、英語、自転車、プール

我が家のメンバーは、2才のわんこと夫です。海外ドラマや音
楽(洋楽 J-POP テクノ)が好きです。絵本などのかわいいものに反
応してしまいます。海外にいることも多く、 お返事にちょっと時間
がかかることがあるかもしれませんが、ぜひお手紙くださいね。年
齢や性別は不問。短いお手紙やポストカードもOK!

まどれーぬさん
なにわ通り 386番地 2020年11月30日まで

女性
20代

海外旅行、カフェ巡り、読書、音楽鑑賞、楽器、犬、海外
ドラマ、茶道、ヨーロッパ、アンティーク

はじめまして！社会人2年目の24歳です。 ゆっくり手書きのやり取
りをする丁寧な時間を作りたくて文通村を始めました。 元々字を
書くのが好きで、ほぼ日も愛用しています。 最近はシーリングス
タンプとガラスペンや万年筆に興味があります。年齢性別問わず
色々な方とお話ししたいので、お手紙頂けると嬉しいです♪ よろし
くお願い致します。

もみじさん
なにわ通り 387番地 2020年11月30日まで

女性
30代

園芸、ねこ、手芸、絵画（イラストお絵描き）、読書、御
朱印集め、喫茶巡り、日向ぼっこ

はじめまして、もみじと申します。 趣味はいずれも下手の横好き
です(*´-`) 好きな本は、長野まゆみさん、梨木香歩さん、小川洋
子さん、向田邦子さんなどです。 漫画も読みます。 他愛もない事
から色んなお話し出来ると嬉しいです。 当方独身ですが、お相手
様は既婚未婚どちらでも構いません。 優しく穏やかにやり取り出
来たら嬉しいです。

スピさん
ちゅら海通り 55番地 2020年8月31日まで

女性
20代

読書、カメラ、あつ森、文房具集め、旅行、手紙

新選組や文房具集めが好きで、日本全国旅行するのが私の夢です。
文字を書くのも大好きなので文通を始めようと思いました。 文通
は初めてなので慣れていない部分等あると思いますが、色んな方
とお話し出来たら嬉しいです！よろしくお願いします。

まどっちさん
上州三山通り 83番地 2020年8月31日まで

女性
30代

読書、絵、ピアノ、ハンドメイド

昔から手紙を書くのが大好きで文通をしていました。 大
人になっても、また始めたいと思い、初めてみました。
色々な方のお話を聞いて、楽しく文通ができたら、と思っ
ています。よろしくお願いします。

えりさん
ピーナッツ通り 341番地 2020年8月31日まで

女性
30代

おかし作り、手芸、動物園、砂浜を歩く、絵本、
ダイエット、音楽を聞く、節約、足つぼ

元気いっぱいの子供たち(小2と2才の男の子)とたわむれたり、図書
館で絵本をいっぱい借りてきて読んだり、クロスステッチ(手芸)で
キャラクターを作って過ごしています。COACH、藤原竜也、ポルノ
グラフィティ、カービィが好きです。日常のなんでもないことをや
りとりできたら良いなと思います。よろしくお願いします。

とわさん
どさんこ通り 267番地 2020年11月30日まで

女性
20代

ロリィタ、短歌、漢詩、絵、トイカメラ、万年
筆、idv、ファンアート、コンカフェ

万年筆で文字を書くのが好きですが、機会が減ってしま
い入会しました。 楽しいこと、かわいいもの、綺麗なも
のはなんでも好きです。同じ趣味をお持ちの方もそうで
ない方も、ぜひそんなお話を聞かせてください。
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わんだるさん
どさんこ通り 268番地 2020年8月31日まで

女性
30代

ぐうたら、ごろごろ、もぐもぐ

返事は必ず書きます。 しかしすぐ返事を書くとは限りま
せん。 文通村がどの様なものか気になり、とりあえず3ヶ
月限定でお試し入会しました。

ふうりんさん
六甲通り 191番地 2020年8月31日まで

女性
50代

読書、風景画鑑賞、

はじめまして。再入会です。時間が出来前回楽しかった
ので また入会しました。日常の些細な事や、知らない
土地の お話しなどしたいです。テレビでバス旅見るの
も大好きです。 宜しくお願いします。

純さん
お江戸通り 806番地 2020年8月31日まで

女性
20代

読書、お笑い、散歩、純喫茶、着物

大学3年生です！森見登美彦さんの小説が好きで、「恋文の技術」
を読んで文通に憧れていました！今までの大学生活だらだらと過ご
しておりましたが、やりたいと思ったことをやってみようと思い、
入会を決意しました！たくさんの方と色々なお話をしたいと思って
ます！文通に関しては初心者ですが楽しんでいきます！ よろしく
お願いします！

ゆきさん
彩の国通り 376番地 2020年8月31日まで

女性
40代

読書（知念実希人さん、銀色夏生さん）、写真、神社寺院
巡り、空をぼぉ～っと眺めること

文通に興味がありながらも、日々の忙しさに負けてなかなか始め
られませんでした。 子育てもだいぶ落ち着いてきましたので、思
い切って始めてみました。 同じ趣味の方だけでなく、日々の何気
ない楽しみなどをお話できたら嬉しいです。 文通を通して新たな
御縁を大切にしていきたいと思っています。 よろしくお願いします。

はんぺんさん
相模ハマっ子通り 381番地 2020年8月31日まで

女性
20代

読書、イラスト、音楽を聴くこと、食べること、カフェ巡り、
野球観戦（中日ドラゴンズ）

介護福祉士として働いています。 小説が好きなので、
おすすめを紹介し合ったり、落書き程度ですがイラスト
も描くので、イラスト交換もしてみたいです！ 趣味の合
いそうな方、よろしくお願いします。

春風さん
どさんこ通り 269番地 2020年11月30日まで

女性
30代

書道、ジム、ハンドメイド、文房具、手帳、読書、
本屋、ジブリ、音楽（ゆず）、観劇

広く浅く色々な事が好きです！文房具屋さん、本屋さんはついつ
い長居してしまいます。書道は子供の頃からやっていますが、ペン
字は最近始めたばかりの初心者です。ゆずのライブには必ず行っ
ています♪性別、年齢、地域関係なく沢山の方とお話してみたいで
す！休日など不規則な仕事をしているため、ゆっくりお話出来ると
嬉しいです！

いちごミルクさん
いよかん通り 48番地 2020年8月31日まで

女性
20代

カラオケ、少女漫画、ドラマ、アニメ、ジブリ鑑賞、ジャニー
ズ全般、自作グッズ作成など！

初めまして、文通の枚数は2枚は書きたいと思います。ちなみに病
気や恐怖症や障がいもちですが同じ趣味や歳が近い女性の方など
いましたらよろしくお願いします。難しい英語や漢字は読めないこ
ともあり、人見知りでネガティブ系ですが仲良くしてください！ジャ
ニーズは基本だいたい分かります！

なのはなさん
彩の国通り 377番地 2020年11月30日まで

女性
20代

旅行、カフェ巡り、ご飯屋さん巡り、読書、パズ
ル誌、ピアノ、ディズニーに行くこと

ごく普通のOLしてます(^^)昔から「手書き」と「人に何かを贈ること」
が好きでずっと文通に憧れがあり、ご縁があって文通村を見つけま
した。文通を通して様々な方と温かいやり取りをしたいと思ってお
ります。よろしくお願いします♪ディズニーは共通年パス所持で他
にも多趣味なので色々なお話がしたいです。

yaiさん
ちゅら海通り 56番地 2020年8月31日まで

女性
40代

パン作り、海外ドラマ、料理、文具集め、ガーデ
ニング、など

可愛い便箋を買いたいな…と思っていても使い道がないなぁなんて
考えていたら10代の時に文通してたのを思い出しネットで検索して
文通村にたどり着きました。 趣味は多趣味で色んな事に興味があ
ります。 末永く続けていけるような文通相手に巡り会えたらいい
なと思います。 宜しくお願いします(^^)

さりーさん
どさんこ通り 270番地 2020年8月31日まで

女性
30代

ショッピング、ランニング、昼寝

初めまして、最近は家で過ごすことも多いので、料理に挑戦中で
す。こったものは作れないですけど、手軽に作れるものがあれば
教えて欲しいです。 小学生の時に友達と文通していたことを懐か
しく思い始めました。手紙で楽しくお話したいと思いますので、よ
ろしくお願いします。



第252号 2020年6月1日
　　8

rag_diaryさん
お江戸通り 808番地 2020年11月30日まで

女性
30代

手帳、編み物、フェルトマスコット、布人形、お手
紙、読書

はじめまして。手帳(ほぼ日、kikki.k)、ハンドメイド(編み物、フェ
ルトマスコット、布人形)、お手紙(国内、海外)、読書(ミステリー)、
RAG FAIR大好きな30代一児のママです。同じ趣味の方といっぱい
お話したいです。よろしくお願いします。

せとうみさん
さぬき通り 46番地 2020年11月30日まで

女性
40代

読書、古本屋、紙もの、手帳、断捨離

文通村の皆さんはじめまして。せとうみと申します。今
まで文通をする機会はなかったのですが、手紙が紡ぐ温
かな世界に触れたくて入村しました。文通初心者ですが、
どうぞよろしくお願いします。

うみさん
ピーナッツ通り 342番地 2020年8月31日まで

女性
20代

旅行、写真、御朱印巡り、ドライブ、アニメ、漫
画、YouTube、犬

はじめまして！多趣味です！ 色んな方とお話したいと思います。
友達とはじめた文通が楽しくて、たくさんの方とも文通がしたくな
りました。 楽しいお話がたくさん出来るといいなと思います(﹡ˆ﹀ˆ
﹡)♡ 初心者ですがよろしくお願い致します。 お犬様3頭と楽しく暮
らしてます⸜( ॑꒳ ॑ )⸝

まろさん
きりたんぽ通り 38番地 2020年8月31日まで

女性
20代

アニメ、漫画、ゲーム、多趣味、

はじめまして。 まずはじめに、私は字があまり上手くはありませ
ん(下手です) それでも手紙を書きたくて始めました。 めちゃめちゃ
多趣味ですw基本二次元ですが最近は家庭菜園や懸賞クロスワー
ドを始めました。 審神者です！ ぜひ！語りましょう！(*´∇｀*) よ
ろしくお願いします。

しのさん
しゃちほこ通り 305番地 2020年8月31日まで

女性
20代

コスメ、買い物、映画、旅行、食べ歩き、読書(漫
画・小説)、カラオケ、フェス

はじめまして。アラサーの営業職です。 夫と2人暮らしをしていま
す。 焼き鳥は白肝とぼんじりが好きです。美味しい(^^) 最近
はnetflixに加入し、韓国ドラマにハマっています。 たわいもない
話をゆるゆると。性別年代問わず、仲良くしていただけると嬉しい
です。

すぶたさん
彩の国通り 343番地 2020年11月30日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、パズル誌、蛇の世話、料理

初めまして。本が好きで一気読みしてしまうほどです。特にミステ
リーが好みです。また、摂食障がいを患っています。精神疾患の
お話もしてみたいです。料理も好きなので気軽にお手紙を始めた
いです。ちなみに蛇を2匹飼っています。お便りお待ちしておりま
す。

さくらさん
相模ハマっ子通り 385番地 2020年11月30日まで

女性
30代

音楽鑑賞、読書、漢字クロス、お絵描きロジック、
料理

学生の頃友人とよく文通をしていたので懐かしくなり登録しました。
色々な人と色々なことを文通をとおして知り合えたらいいなと思い
ます。趣味も少ないので、違う趣味の方の話も聞いてみたいです。
よろしくお願いします。

にこさん
どさんこ通り 271番地 2020年11月30日まで

女性
30代

旅行、ゲーム、読書、小説を書く、お菓子作り、
日本茶の勉強

以前「葉小舟」で文通をしていました、にこと申します。
時間もでき久しぶりに文通したいと思い入村しました。
最近は買ったばかりのゲーム（テイルズシリーズ）には
まって冒険中です。これからよろしくお願いします。

はなありさん
お江戸通り 814番地 2020年8月31日まで

女性
20代

韓国ドラマ、散歩、神社、御朱印、辛い物、日本
酒

字を書くのが小さいころから大好きです。友達と遊ぶのも好きです
が、一人で過ごす時間も大切で必須の時間です。字をキレイに書
けるように日々練習中です。趣味が同じの方は盛り上がれたら…
そうでない方も是非いろいろな話ができたら嬉しいです！


