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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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みわこさん
きびだんご通り 3番地 2020年12月15日まで

女性
50代

読書、文通、文具店めぐり

以前文通村に入会していたものです。文通村が忘れられず舞い戻っ
てきました。あまり体調が良くないのですが、お手紙を読んだり返
事を書いたりしている時はシャキッ！とします。スローペースにな
りますが、それでも良いという方。年齢・性別は問いません。

なまみさん
しゃちほこ通り 119番地 2021年6月15日まで

女性
20代

読書、文章をかくこと

文章を書くこと、読書が好きです♡ よろしくお願いしま
す♡

Yunさん
加賀の国通り 34番地 2021年6月15日まで

女性
30代

文通 / 写真 / ランチ/ カラオケ / ドライブ

初めまして！息子 (年長) 育児に奮闘する兼業主婦です。小さい頃
からお手紙を書くのが大好きで、丁寧に心を込めて送らせて頂きま
す。高校生の時から浜崎あゆみさんのファンで、少し前までライブ
にもよく行っていました。基本的にどんな話題でも食いつきます。
是非楽しくお手紙のやり取りが出来たら嬉しいです ♡

はちがつ　いつかさん
お江戸通り 807番地 2020年12月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、スパイスカレー作り(本気)、古着、音楽、
韓国、サウナ、仮面ライダー

文通初心者です。日常や好きなことについて気軽にお話できたら
と思い始めてみました。普段は東京でシステムエンジニアとして働
いています。休日は専らまったり屋です(カレーを作る時は熱い)。
昔ながらの雰囲気があるものが好きで、古本屋/古着屋巡りやミニ
シアターでの映画鑑賞が好物です。Netflix/AmazonPrimeを嗜ん
でいます。よろしくお願いします(^^)/

のり玉さん
越前通り 26番地 2020年12月15日まで

女性
50代

DIY、バイク、掃除、片づけ、映画鑑賞、読書

はじめまして・・・のり玉と申します。今年で52歳になります。よう
やく自分時間が持てる生活になり、若い頃にやっていたことがある
「文通」を、またやりたいな～と思い入会させていただきました。
全国の皆様よろしくお願いします。

そららんさん
常陸の国通り 126番地 2020年9月15日まで

女性
20代

動画鑑賞、イラスト

初めまして。興味があったので登録してみました。ゲー
ムの実況を見たり、ASMR、またはアニメを見るのが好
きです。よろしくお願いします。

虹さん
お江戸通り 809番地 2020年12月15日まで

女性
30代

散歩、おしゃべり、お笑い、ほっこり、便箋、封筒、
スタンプ、手作り、甘味、和食

以前はスキューバダイビングと旅行と仕事の日々でした。今は子育
て中で趣味はあまり出来ずですが、文通を通して気軽におしゃべ
り出来ればと思っています。文通は小中学校以来です。好きになっ
たモノ・コトが好きです。

まちぇっとさん
越後通り 97番地 2020年9月15日まで

女性
20代

サンリオ、ミッフィー、ポケモン、スポーツ、カメ
ラ

はじめまして。手紙を書くこと、読むことが好きです。
趣味や日常のことなどお話できたら嬉しいです。よろし
くお願いします！
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さつきあじさいさん
お江戸通り 810番地 2020年12月15日まで

女性
20代

洋裁（ほか手芸全般）、花、北海道観光、あつ森、元ボー
イスカウト、スキー、オートバイ（少々）

文通経験少なめの初心者です。色々な趣味の方と交流
してみたく入村しました。季節の話や、明るい話題がで
きたらと思います。趣味は一緒でなくてもOKです。お気
軽にどうぞ。

りりりぃさん
しゃちほこ通り 306番地 2020年9月15日まで

女性
30代

おいしいものたべたりのむこと 、 カフェ巡り、旅行、お買い
物、美容、犬、読書、お花、ヨガ

はじめまして！私は３５歳女性です！メールの時代です
が昔を思い出し文通を通じていろいろなお話をしてみた
いなとおもいました！年齢近い全国のかた！男女問わず
お待ちしています！

みちるさん
かすていら通り 50番地 2020年9月15日まで

女性
20代

ミュージカル観賞、宝塚歌劇、読書、カラオケ、散歩、漫
画を読むこと、美味しい物を食べること

はじめまして、みちると申します。文通をしたことがない初心者で
す。のんびり続けたいと思います。 日常のおもしろかったことや、
ちょっとした出来事などをお話できたら嬉しいです! 趣味が似通った
方ともまったく異なる趣味をお持ちの方とも交流したいなと思って
います。 至らない点もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願い
します！

kazuさん
杜の都通り 128番地 2020年12月15日まで

女性
50代

書道、文通、英語、読書、日本犬

書道と動物が大好きです。手紙を書くのも受け取るのも好きで、
楽しみでもあります。レターセットがたくさんあるので、いろいろ
選べます。 また、ヒルクライム、ナオトインティライミのファンで
ライブにも行きます。 いろいろな方と知り合いたいです。よろしく
お願いします。

カナリアさん
相模ハマっ子通り 383番地 2020年9月15日まで

女性
50代

観劇、フィギュアスケート、ジャニーズ、

観劇と堂本光一さんと宇野昌磨選手が好きな50代です。観劇はス
トプレ、ミュージカル問わず出かけます。 フィギュアスケートは主
に宇野昌磨選手を応援していますが他の選手も応援してます。ジャ
ニーズでは堂本光一さんのファンです。共通点などございましたら
お気軽にどうぞ。字は下手で自信なしです。

かんなさん
お江戸通り 86番地 2020年12月15日まで

女性
30代

散歩、音楽鑑賞、ビールを飲む事

はじめまして、東京で一人暮らしをしているかんなと申します。職
業は会社員です。数年前まで文通村にお世話になっていて、今回
は再入村です。克服したい事は料理と恋愛。好きな動画は主にAC
部と仲里依紗さんですが、皆さんからもお気に入り動画の話も聞
きたいです！全国に友達が増えますように…。

ちゅまさん
どんたく通り 194番地 2020年9月15日まで

女性
30代

読書、ドラマ・映画鑑賞、洋裁

はじめまして。 好きなことは、読書、ドラマ・映画鑑賞、洋裁です。
最近は、デイキャンプや登山を始めました。 みなさんの趣味や好
きなこともお聞きしたいです。 お手紙を通して、いろんな方と楽し
い毎日が送れたらと思っています。 よろしくお願い致します。

たあさん
古都みやび通り 145番地 2020年12月15日まで

男性
20代

映画、旅行、宇宙兄弟、金色のガッシュ、伊坂幸太郎、京
都大作戦、アルコ&ピース、デススト

はじめまして、たあと申します。 同世代にお手紙を書いてもSNS
で返ってくる事が何度かあり(それでも嬉しいけどさ、)お手紙が好
きな貴方とお話してみたいと思いました。 ずっと好きな事、昨日の
辛かった事、今日の何でもない事、誰にも言えない事、言葉にな
らない事、気軽に気楽にお話しましょう。貴方と素敵なご縁があり
ますように。 (あいみょん｢裸の心｣を聴きながら)

みなさん
なにわ通り 389番地 2020年9月15日まで

女性
30代

ジャニーズ（特に関ジュ）雑貨、珈琲、手帳、スヌーピー、
サンリオ、舞台鑑賞、インテリア

30代、雑貨屋で働いています。文字を書く機会も減ったので楽しく
やり取りできたらなと思っています。 コーヒーを淹れることやカフェ
に行く事が大好き！ ジャニーズはJr.を中心にスノも応援中。 知ら
ない事を教えて頂いたり、共通の話題を共有したり幅広い方とゆ
るくやり取りできたらなと思っています。 字は綺麗ではありません
がよろしくお願いします。

みおさん
お江戸通り 812番地 2020年9月15日まで

女性
20代

文房具(万年筆、インク、紙モノ)、カメラ、カラオ
ケ、サンリオ

文通初心者です。最近は文房具沼にズッポリハマってい
ます。文字を書くのが好きなので何気ないお話が出来た
らと思っています。のんびりほっこり出来たら嬉しいです。
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かけもりさん
常陸の国通り 127番地 2020年9月15日まで

女性
30代

映画、美術館・博物館巡り、読書、音楽、ツーリン
グ、他いろいろ

バイクに乗って好奇心の赴くままに旅行をすることが好きです。
「人間」や「こころ」や「人生」について考える内省的な時間が好き
な、楽観的な30歳独身です。少しでも「本質」に近づきたいと、よ
りよく生きる方法を探っています。性別年代話題問わず、ここでし
か巡り合えない方とゆるく長くやりとりができたらうれしいです！

のんのんさん
きりたんぽ通り 39番地 2020年12月15日まで

女性
20代

岩盤浴、映画鑑賞、カラオケ、ライブ参戦

初めまして。 東北在住の20代です。 アウトドアな趣味が多いです
が、それでも仲良くしてくれる人いたら、気軽に文通へのお誘いし
てください！ 年齢も住みも性別も問いませんので、どなたでも大
歓迎です( ¨̮ )！ 最初ご連絡くださる時は簡単でいいので自己紹介
等してくださるとその方が分かりやすいので助かります♡♡

凛さん
相模ハマっ子通り 384番地 2020年9月15日まで

男性
20代

読書、映画、カフェ巡り 気が向いた時の夜の散歩、
温泉、カラオケ

休日は本を読んだり、少しお金と時間に余裕があったら温泉なんか
にも行きます(笑) 文通村の利用は初めてでいろいろな人の話を聞
きたいと思い登録しました。 自分自身については話せることは少
ないかもしれませんがもし興味がありましたらご連絡いただければ
と思います！

みもざさん
しゃちほこ通り 307番地 2020年9月15日まで

女性
30代

お昼寝、ディズニー(ジェラトーニ)、野球観戦(中
日)、北欧雑貨

新しいことを始めたくて入会しました＊ 穏やかにのんび
りと、日々のことや趣味のことをお話し出来たら嬉しい
です。30歳既婚者です。現在子なしですが、ご家族の
話もしたいです^^

苿莉芭さん
お江戸通り 813番地 2020年9月15日まで

女性
30代

読書（特に近現代文学）、旅行、食べ歩き、勉強、考えご
と、書くこと、万年筆、バティック

はじめまして。茉莉芭（みりは）と申します。昔から自己紹介が
苦手です。趣味は、詳しい、歴が長い、上手でないと人には言え
ないと決め込んでいました。最近漸く、好きなこと、心ときめくこ
とを素直に伝えられるようになりました。 お顔を合わせない間柄だ
からこそ、のびのびと素直に自由に、日々のよもやま話から、心
に留まったこと深い考えごとまで、楽しくお話できたら嬉しいです。

えびみさん
彩の国通り 379番地 2020年9月15日まで

女性
20代

料理、映画鑑賞、読書、洋服、ファッション、音楽、
アウトドア、旅行、お酒

色んな方と交流がしたいです！ ・熱中していることや趣味について
一方的に話してくださる方 ・前向きでポジティブになれる内容 ・誰
でもいいから聞いてほしい話 ・おすすめの休日の過ごし方　 ・日
常の話(たわいもない話) など、どんな内容でもお手紙大歓迎で
す！！

まかなさん
どさんこ通り 272番地 2020年9月15日まで

女性
30代

アニメ、読書、ジャニーズ、散歩、音楽鑑賞、ペッ
ト、写真

はじめまして。なんとなく興味があり登録しました。い
ろんな方と趣味などの話ができたらいいなと思っていま
す。よろしくお願いします！！

まよさん
常陸の国通り 128番地 2020年9月15日まで

女性
40代

アート、ねこ、ヨガ、サカナクション 、こぎん刺し、動画、
カフェ、動物園、水族館、散歩

ペンを使って文章を書いてみたくなりました。 好きなこと共有した
り、他の人とのお話を通じて新しい発見とか考え方に出会えるとい
いです。毎年アートイベントなどを理由にして旅行してます。特に
現代アートが好きですが、そのほか印象派や日本画など幅広くアー
ト鑑賞します。 普段はネコとゆるゆるして、カフェでまったりして、
動画見て、たまにこぎん刺して過ごしています。

彩音さん
彩の国通り 380番地 2020年12月15日まで

女性
30代

サイクリング、ドライブ、スノボー、温泉、映画鑑
賞、カフェ巡り、文具集め

趣味がアウトドア系で思いっきり楽しめないので、唯一
のインドアな趣味を集めるばかりではなく楽しみたいと
思って登録してみました。

ちひろさん
もみじ饅頭通り 122番地 2020年12月15日まで

女性
20代

音楽鑑賞、映画鑑賞、ドライブ、カラオケ、料理、
書道、手芸

最近料理にハマってます。仲良くして頂けると嬉しいで
す。よろしくお願いします。
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アサさん
彩の国通り 381番地 2020年9月15日まで

女性
30代

読書、旅行、ゲーム(デレステ、刀剣乱舞)、観劇、
日記、資格の勉強、美術館めぐり

小学生の時にしていた文通が懐かしくなり、お試しに始めてみるこ
とにしました。 趣味は読書や観劇、旅行です。みなさんのおすす
めの本や土地、ハマってるものを教えてください！ 会社員をして
おり、繁忙期の時はお返事が遅くなってしまうので、マイペースで
も大丈夫な方、下手な字でも大丈夫だよというお心の広い方、よ
ろしくお願いします。

めーもぐさん
なにわ通り 390番地 2020年12月15日まで

女性
30代

買い物、化粧品、文房具、読書、勉強、映画、散
歩

初めまして。手紙を書くのは好きなのですが、なかなか機会がな
くこちらでいろんな方とご縁があればいいなと思っています。趣味
は特に好きなことを書いています。他の趣味の方も興味がありま
す。犬と一緒に暮らしています。

ハルさん
紀州通り 27番地 2020年9月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞(洋画・邦画)、ランニング、登山、
おいしいもの、文房具

周りの環境が落ち着いてきたので、文通村に戻ってきました。 小
川糸さんの本がお気に入りです。綺麗な言葉遣いや文字を書く人
に胸が躍ります。性別や年齢は問いませんが、便箋に丁寧に字を
書いてくれる方と気長に心のこもったやりとりが出来たらと思って
います。

はなさん
お江戸通り 815番地 2020年9月15日まで

女性
20代

アイドル鑑賞/恋愛/トレーニング/動画鑑賞

文通初心者です。25歳会社員。息苦しい日常の中で少
しでも楽しみが増えたらいいなと思い始めました。宜し
くお願いします。

麦子さん
彩の国通り 382番地 2020年12月15日まで

女性
30代

読書(主にミステリーﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ物)、韓国ﾄﾞﾗﾏ、音楽、ラジオ、
手帳、猫犬、御朱印

はじめまして。小学校〜中学校の頃に文通をしていました。ポスト
に手紙が入る音にワクワクしていました。 なんて事ない日常だった
り、好きな事だったりを楽しく手紙を通じて語りたいです！ 猫が大
好きなので毎日猫に、もふっと顔をうずめては幸せを感じる毎日で
す。笑 よろしくお願いします！

知園さん
お江戸通り 816番地 2020年9月15日まで

女性
20代

レターセット集め、封筒作り、猫、考えること、美
術、小説、漫画、料理、化粧、お酒

夫の祖母と文通しているのですがすっかりハマり、更にお相手が
ほしいと思い始めました。長文短文、老若男女問いません。心の
通ったやり取りが出来ればと思っています。どうぞよろしくお願い
します。 色々好きですが例を挙げると、歌は椎名林檎、漫画は
シャーマンキングが好きです。

ゆうななさん
お江戸通り 817番地 2020年9月15日まで

女性
20代

コンビニスイーツ巡り、ディズニー、音楽、読書、
運動、スポーツ観戦、LIVE

文通は初めてです。大学生で時間のある今、なにか新しいことを
始めたいと思い文通に興味を持ちました。様々な年代の方と文通
をして自分の世界、価値観を広げ、知識を身につけていきたいと
思っています。よろしくお願いします。

のん子さん
お江戸通り 818番地 2020年9月15日まで

女性
40代

カフェ巡り、ネットサーフィン、ウィンドウショッピング、刺し
子刺繍、テニス、ウォーキング

はじめまして、のん子と申します。家族は夫、子どもは小学校高
学年の男の子が一人います。同じ年代の方や一つでも同じ趣味を
お持ちの方、お子さんがいらっしゃる方と楽しく手紙を通してお話
ししたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

かりんさん
相模ハマっ子通り 386番地 2020年12月15日まで

女性
40代

美術館めぐり、読書、お裁縫、ライブ、ヨガ

臆病で新しいことをなかなか始められないのですが勇気を出して
申し込みました。最近はマスクを縫ったり家ヨガを始めたりして悦
に浸っています。 アウトドアに憧れるインドア派ですがライブも好
きです！日々のあれこれをやり取りできたら嬉しいです。心を込
めてお手紙書きます。どうぞよろしくお願いします♪

えりさん
どんたく通り 195番地 2020年12月15日まで

女性
40代

映画、YouTube、美容、ダイエット、紙モノ、水
族館、博物館、動物

初めまして、こんにちは。 子供が大人になって、時間に余裕が出
来たので、ホッコリするような繋がりを求めて入会しました。オカ
メインコと息子の三人家族です。学生時代、文通をしてました。
年齢の割に可愛いモノ好きです。気持ちが前向きになれるような
やり取りが出来たら幸いです。新しいことや知らないことも教えて
もらいたいです。年齢、性別問いません。よろしくお願いします。
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あおいさん
相模ハマっ子通り 387番地 2020年12月15日まで

女性
40代

神社仏閣巡り、温泉、旅行、舞妓、京都、ヨガ、料理、カ
フェ、猫、SNS、高尾山、着物、茶道

あおいと申します。 40代、既婚女性です。子供はいません。 夫と
は週末婚をしています。 お付き合いしてから6年になりますが、今
だ新婚気分が抜けません。 京都の芸妓さん、舞妓さんが大好きで、
若い頃は京都の花街にいたこともあります。

ゆきじぇりさん
さるぼぼ通り 73番地 2020年12月15日まで

女性
30代

韓国ドラマ、韓国俳優、ジャニーズ、上地雄輔、
漫画、ゲーム、剣道(見る方)

自粛期間中、韓国ドラマにハマった2児の母です。今は韓国語の勉
強を始めました。韓国話ができる人が居なくて…文通は昔からやっ
ていて長い方で今年12年目になりました。男女問わず楽しく文通
できたらな！と思っています。よろしくお願いします。

ゆきさん
どんたく通り 196番地 2020年12月15日まで

女性
20代

旅行、御朱印、美術鑑賞、音楽鑑賞、お花、文房
具、カフェ巡り、漫画を読むこと

久々にお手紙を書いてみたくなり入村しました。お手紙を通して
色々な話が出来ると良いなと思っています。趣味の話、日常の何
気ない話など、どんな話題でも大歓迎です。最近は通勤時に漫画
を読む事にハマってます。おすすめあれば是非教えてください！素
敵なご縁がありますように！

ぴよこさん
相模ハマっ子通り 388番地 2020年9月15日まで

女性
20代

ゲーム、漫画、お笑い、美容、ファッション、BL

こんにちは 私は1歳の男の子を子育て中の新米ママです。
周りにママ友がいないので、お手紙でお話ができたらい
いなと思って始めました。 同い年くらいのママさんがい
たら是非お手紙やりとりしたいです。

はちさん
さるぼぼ通り 74番地 2020年9月15日まで

女性
20代

旅行、カフェ巡り、料理、ガーデニング、読書、英
語、ヨガ、ランニング、アウトドア

はじめまして。高校生の頃に海外文通をしていて、懐かしくなった
のでまた始めてみたいです。文通は、自分のしらない土地や趣味
を知ることができるから素敵だと思います。年齢は関係なく、のん
びりゆったり、いろいろなお話を聞かせていただけたらうれしいで
す。 花が好きで、学生時代は植物や農業の研究をしていました。
どうぞよろしくお願いします。

いつきさん
琵琶湖通り 52番地 2020年9月15日まで

女性
30代

読書、漫画、イラスト、ゲーム、スピリチュアル、
動物好き

初めまして、いつきと申します。双極性障害II型とADHD持ちです。
同じ病気や障害の方は勿論、いろんな人のいろんな話が聞きたい
なあと思っています。体調により返信が遅くなってしまう場合があ
ります。よろしくお願い致します。

うたさん
なにわ通り 118番地 2020年9月15日まで

女性
30代

朝日記、映画鑑賞、ラジオ、読書

こんにちは、人の話を聞くことが大好きな30代のうたと申しま
す。2児の母です。 YouTube、Netflix、Hulu、ラジオ、音楽、子
供たちの笑い声とBGMで騒がしい我が家が大好きで、インドア派
です。 あなたのおすすめありますか？ 字は下手ですが心を込め
てお手紙書きます。よろしくお願いします。

ひなたさん
しゃちほこ通り 308番地 2020年9月15日まで

女性
30代

旅行、クロスステッチ、神社巡り、KinKi Kids

はじめまして。30代女性です。 旅行が好きで、特に沖縄が好きで
す。 神社巡りをしたり、 まったりと過ごすのが好きです。 クロス
ステッチもよくやっています。 KinKi Kidsのファンも長くしています。
どうぞよろしくお願いします。

みーさん
お江戸通り 819番地 2020年9月15日まで

女性
20代

カフェ巡り、ショッピング、ディズニーに行くこと、
読書、動画鑑賞 など

はじめまして( ¨̮ ) 20↑25↓です 家にいることが増え、友達に手紙を
送ってみたらとても喜んでくれたことが嬉しく、そこからもっとお手
紙を送ってみたいなと思いました( ¨̮ ) 初めてですがゆるっとやり取
りして下さる方がいらしたらぜひよろしくお願いします！ 最後まで
見てくださりありがとうございました 素敵な出会いがありますよう
に

Michikoさん
彩の国通り 383番地 2020年12月15日まで

女性
30代

サイクリング、ツーリング、読書、クラシック音楽
鑑賞、チェロ練習、ワイン

はじめまして。30代女性、会社員です。小さい頃に友達と文通を
しており、手紙を開封するときのワクワク感が大好きでした。時間
に余裕が出てきたので、また文通を始めたくなりました。幅広い年
齢の方と交流したいです。どうぞ宜しくお願いします。
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文鳥と亀と悩める人間さん
とちおとめ通り 97番地 2020年12月15日まで

女性
20代

寝ること、インコ飼育、文鳥飼育、亀飼育、漫画、
自分の心や気持ちについて考えること

はじめまして。動物が好きな20代女です。既婚ですが友達もおら
ず孤独です。友達が欲しく、あわよくば深い話を相談し合いたいで
す。自分の心理的な性質を簡単に表現できる言葉を列挙するなら
ば、HSP気質で過剰適応気味、INFPです。ペンネームが長いので、
文ちゃん、亀ちゃん、人間ちゃん、笑 など好きに呼んでいただけ
たら嬉しいです。 どうぞよろしくお願いします。

じゃすみんさん
杜の都通り 129番地 2020年9月15日まで

女性
50代

ミシン、美文字練習、ウォーキング、読書、ラーメ
ン、ブリザードフラワー、家庭菜園

初めまして。ファミレスでパートをしている主婦です。ミ
シンで小物を作ること、美文字の練習が好きです。 「便
箋に書いて、封筒に入れて投函する」と考えただけでワ
クワクします。よろしくお願いします。

みなづきさん
信濃通り 111番地 2020年12月15日まで

女性
30代

ピアノ、バンド、弾き語り、編み物、映画鑑賞、御朱印集
め、カフェ巡り、100円ショップ、朝活

最近は音楽に生きてます。現在はバンドや音楽ユニットに所属して
おり、鍵盤を弾いています。また弾き語りをネット配信で演奏をし
ています。 手紙を書くのが好きで、こちらに行き着きました。いろ
いろなお話をして、世界を広げられたらと思います。よろしくお願
いいたします。

まもさん
お江戸通り 820番地 2020年9月15日まで

女性
20代

読書、散歩、昼寝

はじめまして！ずっと文通してみたいなと思っていて、この春社会
人になったのを機に始めてみることにしました。 マンガや小説を読
んだり、散歩したりとのんびり過ごすことが好きです。 色々な方
と手紙を通してたくさん話せたら嬉しいです。よろしくお願いしま
す。

セレスト147さん
うつくしま通り 92番地 2020年9月15日まで

男性
30代

映画鑑賞、PC自作、ゲーム配信、アニメ、ロード
バイク、バドミントン、お酒、

初めまして！　セレスト147です。 ゆっくりと相手の字に触れるこ
とができる 文通がしたいと思い参加しました。 様々な方とお話し
たいので 上記、趣味にピンと来た方、来ない方 是非、お話しましょ
う？ お手紙、お待ちしてますね！

あやさん
お江戸通り 821番地 2020年9月15日まで

女性
30代

野球観戦（社会人と西武ライオンズ）、読書、本
屋巡り、純喫茶、カメラ、旅行、音楽

SNSのように早いレスポンスではなく、ゆるく丁寧なつながりが持
ちたいなと思い登録しました。 紙ものが好きなので、今まで使う
あてのなかったハガキや封筒、便せんなどを使って手紙をいそいそ、
ウキウキ書きたいです。いろんなものに興味を持つタイプなので、
趣味が一緒のひととも、そうでないひととも、のんびりやりとりで
きればなと思っています。

ぶちさん
なにわ通り 392番地 2020年9月15日まで

女性
20代

旅行、カフェ巡り、読書(小説、マンガ)、コーヒー、
韓国ドラマ鑑賞

以前祖父としていた文通を思い出し登録致しました。 不
慣れではありますが、手紙を通して趣味や最近の出来事
についてお話しできれば嬉しいです。

ゆきだるまさん
加賀の国通り 52番地 2020年9月15日まで

女性
20代

ドラマ、漫画、YouTube、カフェ巡り、食品サンプ
ル、カラオケ

何か新しいことを始めたいと思い入会させていただきました。 最
近ではYouTubeのゲーム実況動画にハマっています。漫画も好き
ですが、最近はあまり読めていないので何かおすすめのものなど
教えていただけたら嬉しいです。 男女年齢問わず色々な方と交流
がしたいと思っています。どうぞよろしくお願いします！

ひまわりさん
うつくしま通り 93番地 2020年12月15日まで

女性
20代

園芸、ドライブ、読書、旅行・街歩き、お買い物な
どなど

色々な方の視点、価値観を知りたいので、趣味が合う・合わない、
年齢等々問わず是非お手紙のやりとりをしていただけると大変嬉
しいです。趣味が重ならない方は是非おすすめの物事、教えてく
ださい♪宜しくお願いします。

うさたんさん
相模ハマっ子通り 389番地 2020年9月15日まで

女性
30代

観劇、シール集め、着物、アニメ、食べる事、

着物が好きでたまに着て出かけたり、観劇は2.5次元というジャン
ルを知ってから刀ステ、刀ミュを中心に見に行ったり、鈴木拡樹さ
んが好きなので出演している舞台を観に行ったりしています。 ア
ニメや漫画は文スト、黒執事、薄桜鬼、アイナナ、刀剣乱舞、ツ
イステが好きです。趣味以外でも色々お話ができると嬉しいです。
よろしくお願い致します。



第253号 2020年6月15日
　　8

TSUMUGIさん
どんたく通り 197番地 2020年12月15日まで

女性
30代

旅、韓国、お茶、カフェ、舞台鑑賞、バレエ、和
太鼓、紙モノ

はじめまして、TSUMUGIです。 紙や文具が大好き‼︎ 集めて眺
めてるだけでも楽しいのですが、もっと活かせる使い方を...と考え
ていたときに文通村を知りました。 国内外問わず旅も好きで、英
語と韓国語を再開(初級レベルです...) のんびりと、いろんな方とお
話しできたらと思っています。 よろしくお願いします。

むりっぷさん
相模ハマっ子通り 390番地 2020年9月15日まで

女性
50代

海外ドラマ、ショッピング、御朱印集め、パズル

今は手紙を書く機会が少なくなっていたので、とても楽しみです。
子育ては一段落したつもりですが、まだまだ手がかかりそう。海
外ドラマはサスペンスが好きです。お気に入りはメンタリスト。お
すすめがあったらぜひ教えて欲しいです。

こみちさん
とちおとめ通り 98番地 2020年12月15日まで

女性
40代

読書(小野不由美・辻村深月・荻原規子)、文具(紙
モノ)、陶器や料理道具、猫

はじめまして。 書くことが好きで、それ周りの文具も諸々と揃えて
います。 スマホもよく使いますが、考えをまとめるのには、やはり
書くことを選んでしまいます。 でも手紙はなかなか相手も無く…
久しぶりに便箋とペンで何気なく思ったことなど、日々のあれこれ
をやり取りをしてみたいと思いました。

しいたけさん
とちおとめ通り 99番地 2020年9月15日まで

女性
30代

YouTube、ラジオ、読書

はじめまして。しいたけと申します。 昔よく友人同士で書いていた
手紙がふと懐かしくなり、文通を始めてみようと思いました。休み
の日にはのんびり過ごすことが多く、YouTubeやラジオ、ドラマな
ど観ています。また、ひとり暮らしなので絶賛お料理勉強中です。
よろしくお願いします。

りん子さん
六甲通り 283番地 2020年9月15日まで

女性
30代

文通、レタセ集め、文房具集め、ショッピング、純
喫茶

昔から手紙を書くのが大好きで、私にとっての息抜きに
なっています★ 出来たら30代〜40代前半の女性限定で、
なんでも話せる方と楽しくやり取り出来たらいいな〜と
思っています。

シティライツさん
お江戸通り 822番地 2020年9月15日まで

女性
30代

登山、旅行、写真、読書、映画

手紙ならではの温もりある交流を求めて入会しました。ポストを空
けて、自分宛の手紙が入っていたらワクワクしますよね。 街の灯
一つ一つにそれぞれの人生の物語があるのだと思うと、いろいろ
な方とお話ししてみたい気持ちになります。 日常の小さな発見や、
ちょっとした笑い話、愚痴でもなんでも聞かせてください。面白い
交流ができたら嬉しいです。どうぞ宜しくお願い致します。

みるくさん
どさんこ通り 273番地 2020年12月15日まで

女性
30代

手帳、文房具(マステ、シール)、珈琲、お家カフェ、
スポーツ観戦（ホークス）

文通初心者ですが、文字を書くことが大好きです。 手紙が届く嬉
しい気持ちと、色々な地域の方とのお話を楽しみたいと思っていま
す。年齢問わず、全国のみなさんと繋がれたら嬉しいです。どう
ぞよろしくお願いします☺︎✿

みしゅさん
どさんこ通り 274番地 2020年12月15日まで

女性
40代

旅行 文房具 紙物集め お菓子作り 料理 海外 映画鑑
賞 写真

初めまして！ やっと文通村に入ることを決めました 手紙
を書くのが好きです いろんな方と交流できたらいいなぁ
と思います！ 最近は名探偵コナンを1話からみてます ど
うぞよろしくお願いします♪

チェリンさん
さくらんぼ通り 42番地 2020年12月15日まで

女性
30代

ドライブ、読書、映画鑑賞、ラジオ、文通、100均
巡り、雑貨屋巡りなど

初めまして。３歳子持ちの主婦です。文通の魅力にすっかりハマ
り、今では趣味の一つになりました！ 沢山の方とお手紙でお話し
したいと思い、この度初めて入村しました。子育て中なので、ゆっ
くりなペースになると思いますが、趣味や日常の話、子育ての話
などなんでもお話し出来たら嬉しいです。 よろしくお願い致します。

ヤン・ウェンリー02さん
相模ハマっ子通り 393番地 2020年9月15日まで

男性
50代

文通、TV、映画、読書、散歩、食べること全般、
アニメ

はじめまして。わたしはいままで、ネットで検索した著名人の方に
一方的にお手紙を書いてきたことがあるのですが、お返事を頂い
たことがありません。かといって、マッチングアプリとかは恐いし
文通とは目的も違うしです。どうぞよろしくお願いします。



第253号 2020年6月15日
9　　

セレンディピティさん
お江戸通り 825番地 2020年12月15日まで

女性
40代

猫、カラオケ、映画、珈琲、YouTube鑑賞、恐い話、ハン
ドメイド、美しいものを見る、紙の音を聞く、動物園、温泉

初めまして。子供の頃と大人になってから少しの間だけ文通をして
いました。コロナの影響であまり外出する機会がなく、気分転換に
また文通をしてみたいなと思い入会しました。何の話でも良いので
日常あったささいな事やオススメの場所などたあいもないお話な
ど出来たらいいなと思っています。バツイチ独身女性ですがよろし
くお願いします。

あさぎさん
彩の国通り 384番地 2020年12月15日まで

女性
40代

手紙を書くこと、文具屋さんめぐり、レターセット
集め、猫、ムーミン

はじめまして。あさぎと申します。夫と大学生の娘、中学生の息
子、猫1匹と暮らしています。パートで婦人服の販売員をしていま
す。子供の頃から手紙が大好きなのですが、最近はなかなか書く
機会がなく寂しく思っていたところ文通村に出会いました。字も文
もうまくないですが心をこめてお手紙を書きますのでよろしくお願
いします。（女性限定でお願いします）


