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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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望さん
上州三山通り 12番地 2021年6月30日まで

女性
30代

お茶、紅茶、茶器、陶器市、美術館、温泉、お出かけ、レ
ター用品、メルカリ、バイキング、バス旅

質問や話題提供をするなど受け身でない文通ができる方を希望し
ます。 地元を離れ夫と2人暮らし。仕事は事務職。断捨離（メル
カリ）とお茶が日課です。映画やドラマで感動するのと同じ感覚を
芸術から得るようになり、美術館によく行くようになりました。短
期結成の合唱団に入っています。丁寧な文通を心がけています。
共通点がある方。ローカルなお話ができる群馬の方もお願いしま
す。

リムレッテさん
ハマっ子通り 71番地 2020年12月31日まで

女性
30代

一人時間、ラジオ、ぶらぶらウィンドウショッピン
グ、動物全般

一人時間が好きな30歳、INFP、犬好き、翻訳業の既婚女性です。
20代を外国（非英語圏）で過ごし今は日本での生活を楽しんでい
ます。SNSから距離をおき流行や芸能には専ら疎い私ですが交換
日記のように互いの他愛のない日常の話をしませんか？年齢・性別
問いませんが、絵葉書、一筆箋、小さな便箋1～2枚程度の形での
文通を希望しています。英語での文通にも興味があります。

さきっちょさん
お江戸通り 438番地 2020年9月30日まで

女性
30代

ゲーム、お絵かき、育児、社会学

イラスト交換文通したいです！ジャンル、年齢性別、問いませんの
で、ぜひお手紙ください！私はTVゲーム(RPGが好き)とか青年漫
画系が好きな雑食系です。(ホラー、エログロもいけます。)最近
はメンタリストDaiGoの動画にハマっています。

はっさくさん
しゃちほこ通り 169番地 2021年6月30日まで

女性
40代

文通、紙もの、ディズニー、旅行、チョコレート、
うさぎ、猫、100均、読書

数年ぶりに戻ってきました。 可愛いレタセを使ってお手
紙書きます！ 趣味がひとつでも合う方、お手紙お待ち
しております(๑˃̵ᴗ˂̵)

ゆうきさん
越中通り 31番地 2020年9月30日まで

男性
30代

万年筆、旅行、ガーデニング、料理、お菓子作り、
温泉、キャンプ

初めまして「ゆうき」と申します。既婚の子なしの男です。昔から
字を書くのが苦手でしたが、万年筆と出会いデジタルからアナログ
の温かさを感じました。字はキレイな方ではありませんが心を込
めて書きたいと思っています。色々な方と他愛のない会話など楽し
めたらと思っています。同じ封筒や便箋が続くこともあるかもしれ
ませんがご了承いただければと思います。よろしくお願いします。

くろねこさん
どんたく通り 143番地 2020年9月30日まで

女性
30代

華流ドラマ、中国語、ぬいぐるみ、マステ収集、文房具集
め、シルバニア、ポケモン、百均巡り

夫・子供４人の６人家族です。最近、華流ドラマにハマり、自力
で中国語の勉強を始めました。趣味の話など出来る方とお会いす
る機会がないので、共通の趣味の方と文通ができたら嬉しいです。
中国語を勉強されている方とは、中国語を混ぜて文通できたら、
嬉しいです。よろしくお願いいたします。

純さん
ちゅら海通り 45番地 2020年9月30日まで

女性
20代

アニメ、マンガ、コスプレ、アイドル、お絵描き、
シール集め

アニメやマンガが好きなオタクです◎ 趣味が合う方もそ
うでない方も沢山お話できればいいなと思います。 よろ
しくお願いします！

ゆっくりさん
古都みやび通り 125番地 2020年12月31日まで

男性
40代

読書、パン作り、手話、陶芸、カフェ巡り、山登り、寺をふ
くめた歴史のある町巡り、海や離島巡り

初めまして。 聴覚障害者ですが、多くの方々に支えられていると
いう感謝の気持ちを忘れないよう１日１日を過ごしています。 動
物を相手にした研究を長年させていただき、現在は第２の生活を
過ごさせております。 パン作り専門学校へ通っていたこともあり、
パンへの興味は深いです。 最近は、海をキーワードに離島巡りに
夢中です。 どうぞよろしくおねがいいたします。
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とまとさん
茶畑通り 161番地 2020年12月31日まで

女性
20代

映画、テレビ(バラエティー、ドラマ)三代目、動物全般、料
理、お菓子作り、ピアノ、篠笛

動物は全般好きなので動物好きな方ぜひ✨ ペットで飼うなら犬派
です。三代目はライブに行くくらい好きです。趣味がひとつでも合
う方がいれば嬉しいですが、日常の話やお互いの好きなことの話
など、のんびりやり取りしながら話せれば嬉しいです 気軽によろ
しくお願いします！

滝風さん
常陸の国通り 129番地 2020年12月31日まで

女性
40代

読書、ソーイング、ボランティア

アラフィフの40代です。 色々な話を聞いたり話したりしたくて申し
込みしました。 仕事がらあちこち出掛けるので、お気に入りのス
ポットなど聞かせて頂けたら嬉しいです。 出来れば同性のかた、
お願いします。

ゆうこさん
火の国通り 45番地 2020年12月31日まで

女性
40代

ヨガ、ネイル、美味しいもの探し

はじめまして。中学生の息子と毎日戦っています。息抜きのヨガ、
ネイル大好きです。Superfly大好きでライブ参戦も楽しみです。
子育てや趣味、その他なんでもおしゃべり大好きな私をよろしくお
願いいたします。

ぞらさん
お江戸通り 823番地 2020年9月30日まで

女性
20代

ほぼ日手帳、映画鑑賞、料理、YouTube(カップルチャンネ
ル系)、スヌーピー 、マステ

日本語教師をしている29歳です( ˙-˙ *) 6歳年下の彼氏がいて、
一緒に料理をしたりNetflixやPrimeVideoを見て楽しんでいます。
音楽はハロプロ 、絢香さん、大原櫻子さんの曲をよく聴きます。
そして最近はNiziUにどハマりしています。趣味が同じ方も全然違
う方も、手紙を通して色々なおはなしができたら嬉しいです☻

こりらさん
うつくしま通り 94番地 2020年12月31日まで

女性
30代

温泉、映画鑑賞、電車の旅(秘境駅)、小説(東野圭吾)、ドラ
マ、ハイキング、ダックスフンド

北海道出身で、最近結婚して東北に引っ越してきました。友達の
お子さん宛てに手紙を書いたんですが、遠くにいる相手のことを思っ
たり、想像して書くことのよさに気付いて、もっとやり取りしたくな
りました！最近はU-NEXTで映画を見ています。趣味の合う方や北
海道・東北の方、その他の地域の方も！いろんな世代の女性の方
とお話ししたいです♪

とんぼさん
相模ハマっ子通り 391番地 2020年9月30日まで

女性
30代

甘いもの食べたり、のんびり、ごろごろ、運動し
たり、ぐーたらしたい

はじめまして、9つ歳上の夫と1歳男児と3人暮らしをするワーママ
です。 先日初めてのお手紙が届き、こんなに待ち遠しい気持ちに
なったのはいつぶりだろうと嬉しくなりました。 ポストカードやミ
ニレター大歓迎です。 時間に余裕ができたら絵手紙に挑戦したい
と思っています。 のんびり他愛もない話ができたらなと思います。

まゆまるこさん
お江戸通り 824番地 2020年9月30日まで

女性
20代

読書、カフェ、カメラ、ディズニー、喫茶店、レト
ロ小物、洋服、パン屋巡り

社会人4年生です。子どもと関わる仕事をしています。
書くことや人と話すことが好きで、はじめてみました。
お手紙を通じて、本やカフェ、パンの話などワクワクす
るような情報交換や日常のことをお話ししたいです♩

おからさん
ピーナッツ通り 344番地 2020年12月31日まで

女性
30代

着物、ドライブ、散歩、釣り

３人の子を育てながら目まぐるしい日々を送っているシ
ングルマザーです。好きなものは和を感じられるもの。
海や水族館、お寺等へ行くのも好きです。子供の頃に文
通をしておりました。よろしくお願いします。

すだちさん
なにわ通り 395番地 2020年9月30日まで

女性
20代

カフェ巡り、旅行、写真撮影、ドライブ、読書、映
画鑑賞、文具集め等

初めまして！OLやってます。(耳が聞こえません) 平日は英会
話、ITの資格等の勉強。 休日は読書や趣味色々。 車であちこちと
遠出しカメラ撮影するのが好きです！おすすめの本や旅行観光地
等…情報交換もしてみたいと思い文通始めました。 趣味ジャンル
関係なく日常生活や些細な事でも色んなお話出来たら嬉しいで
す(^^)犬2匹飼ってるので犬のお話も大歓迎!!

茶色い短足さん
きびだんご通り 84番地 2020年9月30日まで

女性
20代

読書、音楽（吹奏楽）、弓道、書道

　初めまして。 　読書が好きで、いつもなにか一冊は鞄に入れて
います。小野不由美さんの子供の頃からのファンです。周りに本
の話ができる人がいないので、そういう話をしてみたいです。も
ちろん、本以外の日常的なお話も語り合えたらと思っております(
◠‿◠ )
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ショウケイさん
ピーナッツ通り 345番地 2020年9月30日まで

女性
30代

書道、GLAY、オペラ座の怪人などミュージカル観
劇

集めたレタセやシール、マステを使って楽しくお手紙のやりとりが
出来たらいいなと思っています。 子供の頃から書道を習っていて、
字を書くことが好きです＾＾ 文通は20年ぶりで初心者同様ですの
で今後のことはまだわかりませんが、まずは9月までの期間限定と
してお手紙の交流でこの夏を楽しく過ごしたいです♪ よろしくお願
い致します(*^-^*)

ゆいさん
相模ハマっ子通り 392番地 2020年9月30日まで

女性
20代

読書(児童書、漫画、ミステリ、新書等)、バルーンアート、
ラジオ、ハロプロ、お笑いや舞台観劇

文通は初めてです。最近可愛らしい文房具店を見つけて、使って
みたいと思い文通を思い付きました。 趣味の欄に書ききれなかっ
たのですが、料理やメイクも最近好きになってきました。趣味増
やし中です。 普段は理系の大学院でたっくさん実験しています。
ゆっくりになるかもしれませんが、趣味が重ならない方でも年齢性
別問わず色んなお話を聞きたいです。

はなさん
どんたく通り 198番地 2020年9月30日まで

女性
40代

お花、お茶、お台所仕事、読書、音楽、映画鑑賞、日本文
化や伝統、お散歩、お寺さまや神社巡り

初めまして。 はな　と申します。 文通は小学生以来でございます。
手書きのあたたかさを懐かしく思い入村させていただきました。
浅いばかりですが好きなものが多くあります。 性格はおっとりな
方かと存じます。 字や文章に自信はないのですが、あたたかなご
縁がありますように願っております。 どうぞ宜しくお願い致します。

あかねさん
琵琶湖通り 53番地 2020年9月30日まで

女性
50代

ライブ、音楽、ハンドメイド、スイーツ、ドライブ、
旅行、雑貨屋めぐり

初めての登録で本当にお手紙が届くか心配ですが、趣味のお話や
日頃の何気ない出来事など、楽しくやり取り出来ればいいなって思っ
ています。昔からお手紙を書くことは好きですし、お返事が届くま
でのわくわく感も大好きです。いろんな年齢のいろんな街の方と知
り合いたいです、宜しくお願いします。

スイさん
信濃通り 112番地 2020年12月31日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、文房具、ゲーム、散歩

初めまして、スイと申します。文字を書くことと文房具、
猫が好きです。年代にかかわらず、色々な方と文通でき
たら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

てろりさん
お江戸通り 826番地 2020年9月30日まで

女性
10代

好きなことやしたいことは沢山ありますが、趣味と
いうほどのものはありません。

私は自分の好きなものについて話すことが苦手なので、
ここに書くわけにはいきません。 小さくて、自分だけの
コミュニティーを持ってみたいなと思い登録しました。 宜
しくお願いします。

美里さん
ピーナッツ通り 346番地 2020年12月31日まで

女性
20代

創作(文芸)、読書、文房具収集、コスメ収集など

はじめまして、美里と申します。手書きの文字を見るこ
と、他の方の書いた文章を読むことが好きで、入村させ
ていただきました。色々な方と、ゆっくりやり取りさせ
ていただけると幸いです。

ひよりさん
相模ハマっ子通り 394番地 2020年9月30日まで

女性
20代

料理、米津玄師、カフェ巡り、スパイス、おうち時間、ハリ
ネズミ、うさぎ、ボードゲーム、手芸

こんにちは。ゆるっと楽しいことが好きで多趣味です。「最近観た
これがよかった」「今日の空がきれいだった」なんて毎日の暮らし
の楽しいことや、ぜひ皆さんの好きなこと、私の好きなこと、
色々お話できたら嬉しいです。

くりりんさん
お江戸通り 827番地 2020年9月30日まで

男性
20代

ウィスキー、トレーニング、ドライブ、野球

職場の上司がやっていて、興味を持ち始めてみました！ お酒好き
です。ウィスキーが特に好きで最近はコレクターになりつつありま
す…笑 平日は禁酒し、ジムでトレーニングをして週末に飲んでお
ります。仕事は車のメーカーでドライバー職を務めています。野球
をやっていました。 ドラゴンボールをこよなく愛しています笑 趣味
が少ないですが、気軽に！お待ちしております！

みきさん
さるぼぼ通り 75番地 2020年9月30日まで

女性
20代

読書、Netflix、音楽、カメラ、旅行、カフェ巡り、美術館、
雑貨、ネイル、ファッション

手紙を貰うと、封を開けるワクワク感と、私の事を想って書いてく
れた文章を読んで、温かい気持ちになるので大切な人に何かをプ
レゼントする時、短くても手紙を添えます。しかしその手紙の返事
はLINEです。誰かに宛てた手紙の返事が手書きで返ってきたら、
嬉しいだろうなと思い、文通を始めようと思いました。年齢性別問
わず、気軽にやり取りが出来たらなと。よろしくお願いします☺️
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あーちゃんさん
常陸の国通り 130番地 2020年12月31日まで

女性
30代

読書、体をうごかすこと、ヨガ

小学生の頃に味わった、手紙を受けとったときのわくわく
感をまた味わいたいと思い、入村しました。仕事は事務
職をしています。色々な方とやりとりしていきたいです。
宜しくお願いします。

ばななさん
杜の都通り 130番地 2020年9月30日まで

女性
50代

読書、ガーデニング、音楽鑑賞、編み物 サイクリ
ング　語学学習

のんびりマイペースな性格です。日々の出来事などお手紙でやり
とりできたら素敵だなと思います。最近は、コンテナでの野菜づく
りを楽しんでいます。野鳥の声に毎朝目覚める自然いっぱいの田
舎に暮らしています。　

のんさん
伊勢通り 74番地 2020年12月31日まで

女性
30代

マステ、文通、紙モノ、シール集め、捨て活、簡
単DIY、ペット

初めまして！3人の母をしております！最近、文通の楽しさを知り
色々な方と交流してみたいと思って入会しました！！趣味は紙モノ、
文房具、マステやシールに始まり、最近ではミニマリズムの思考
にも刺激を受け、捨て活もしたりしてます！！よろしくお願いしま
す！

あおいさん
彩の国通り 385番地 2020年9月30日まで

女性
30代

マステ、シール、紙もの、文房具、旅行、演劇鑑賞(お笑い、
大衆演劇)、すみっコぐらし

育児中ですが、手紙で趣味や子育てなどのお話し出来
たらなと思いました。マステやシールを集めることが好
きで、交換便なども憧れています。同じような趣味の方
と文通出来たら嬉しいです。

くれはさん
六甲通り 54番地 2020年9月30日まで

女性
50代

読書、映画鑑賞、犬、ネコ、

犬１つとネコ４つとささやかに暮らしています。 季節の
ことや美味しいものの話などをしたいです。のんびり文
通ができるとうれしいです。

あまなつさん
茶畑通り 162番地 2020年9月30日まで

女性
20代

読書、映画、ジブリ、パン作り、美術館、ラジオ、スノーボー
ド 、アニメ、田舎、自然、旅行

0歳の子どもと武士のような夫と暮らしています。家でまったり読
書や映画、ラジオを聴きながら料理や作業をすることが大好きで
す。田舎出身のため自然をみると落ち着きます。付き合いは狭く
深く、身近な人や関わる人を大切にしていきたいです。趣味のこと
や日々の他愛ない話をしたり、知らないことや新しい世界をみるこ
とができたら嬉しいです♫

まるさん
古都みやび通り 147番地 2020年9月30日まで

男性
40代

映画鑑賞、音楽鑑賞、散歩、喫茶店

はじめまして！ 温かみある手書きの文字で、色んな方
とお話しできたら楽しいだろうと思い始めました。好き
なものや、日常の話しなど、話したいこと何でも話せた
らいいなと思います。 よろしくお願いします。

すみここさん
お江戸通り 828番地 2020年9月30日まで

女性
20代

読書、シール集め、書道、水泳、散歩、ネイル

私は小学生の頃から文通が趣味で、毎日会う友達でも週1で渡す
ほど手紙を書くのが大好きだったのですが、今はLINEで連絡を取
り合うので、文通が出来なくなってしまいました。是非また文通を
再開したいと思います。

ゆいさん
お江戸通り 829番地 2020年12月31日まで

女性
20代

90年代アニメ、映画、ペット、ハンドメイド、写真、
カフェ、雑貨屋、イラスト

はじめまして、20代前半の女性、ゆいです。 普段は家でニートし
ています。イラストの依頼を少し受けたりしてお小遣い稼いでます。
ハンドメイドやチェキを最近ハマり、もしかしたら手作りの物やチェ
キ、プチプレなど、お手紙と一緒に送ることもあるかもしれません。
あとは、わりとオタクで、サブカルも好きなんです。 ぜひ楽しく交
換しましょう！

たまごさん
ピーナッツ通り 347番地 2020年12月31日まで

女性
20代

料理、おしゃれ、ゲーム実況動画を見ること、レジャー、知
恵袋でネットサーフィン(笑)、刺繍

友達から勧められて興味を持った文通村。 何気ない日常の楽しみ
になるのではと思い入会しました！文章を書くのが苦手なので、そ
れを克服する目的もあります。自分と違う境遇、仕事、価値観を
持った方に興味があるのでジャンル問わず色んな方とやり取りした
いです。資格勉強中なので、同じ境遇の方とも息抜きにお手紙交
換したいです。よろしくお願いします(*^^*)
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ひよさん
ピーナッツ通り 348番地 2020年9月30日まで

女性
20代

散歩、読書、手帳、博物館巡り、自然をみること、
ひなたぼっこ、ミッフィー

はじめまして、こんにちは。 景色を見たり書き物をしたりして、の
んびり過ごすのが好きな大学生です。 様々なことをお手紙でやり
とりして、誰かと共有できたら嬉しいなと思いはじめました。
色々なことに興味があるので、ぜひたくさんの方とお話できたら嬉
しいです。 わからないことも多いですが、心を込めてお手紙を書
きたいです。 よろしくお願いしますʕ•ᴥ•ʔ

ジュンさん
六甲通り 285番地 2020年12月31日まで

女性
40代

ハンドメイド、ヨガ、語学、インテリア、韓国ドラ
マ、ディズニー

色んな地域の方と趣味や日常の何気ない事などお手紙
できたらいいなぁと思います。 文通という私にとって新し
い世界での出会いを楽しみにしています。よろしくお願
いします。

こはくさん
ピーナッツ通り 349番地 2020年12月31日まで

女性
40代

本、100均、インテリア、ウォーキング、御朱印、
高校野球、嵐

文通初心者です。夫、娘、息子の4人家族です。 最近
はYouTubeのエクササイズ動画での運動にはまってます。
色々な方とやり取りしてみたいです。よろしくお願いし
ます。

ルルリラさん
ねぷた通り 45番地 2020年12月31日まで

女性
40代

文房具、ピクニック、ドライブ、編み物

40代に突入した独身女性です。ここ数年ですっかりインドア派になっ
ています。元々手紙を書くのが好きだったので始めてみようと思い
ました。趣味や好きなことから日々の何気ないこと・ふと感じたこ
となどいろいろやり取りできたら嬉しいです。よろしくお願いしま
す。

あちさん
お江戸通り 830番地 2020年9月30日まで

女性
40代

読書、図書館巡り、ボウリング、競馬

お気に入りの便箋に手書きの手紙をしたためる気持ちと手紙を待
つワクワク感をまた味わいたくて登録してみました。読書（小説・
エッセイ）、図書館巡り、早朝ボウリングが好きです。競馬はた
まに。主人と二人暮らし、地味ーに暮らしています。のんびりやり
とりさせていただければと思います、よろしくお願いします。

Saraさん
どんたく通り 199番地 2020年9月30日まで

女性
20代

旅行、カメラ(写真)、料理、文房具集め、パン屋
巡り、花、ジャニーズ

はじめまして！Saraと申します。同じ趣味をお持ちの方、
そうでない方でも色々なお話ができればと思っています。
どうぞよろしくお願いします！！

桜さん
ピーナッツ通り 350番地 2020年9月30日まで

女性
30代

ピアノ、カラオケ、旅行、甘い物を食べる、猫、
ドラマ観賞、マンガ

初めまして、桜といいます。 昔から手紙は好きだったのですが、
文通は初めてです。 新しいことを始めたいと思い、この度登録を
しました。 趣味が同じじゃなくても視野を広げたいと思っておりま
すので、 いろいろな方と交流ができたら嬉しいです。 どうぞよろ
しくお願いします。

りえこさん
しゃちほこ通り 309番地 2020年9月30日まで

女性
30代

文房具集め、マスキングテープ、カフェ巡り、ショッ
ピング

20代の時はランニングをしていましたが今は子育て真っ最中のた
め、マスキングテープ集めたり便箋やはがき集めが好きです。京
都や奈良に旅行に行ってました。神社仏閣も巡ってました。日常の
ことや趣味のことお話出来たら嬉しいです！

ぼーさん
どさんこ通り 276番地 2020年9月30日まで

女性
20代

読書、パン作り、水泳、映画鑑賞

何か新しいことを始めたいと思い入村しました。 広大な
土地の酪農の盛んな地域で生活しています。 普通に生
活しているだけでは出会うことのない素敵な出会いがあっ
たら嬉しいです。

ぴよちゃんさん
どさんこ通り 277番地 2020年12月31日まで

女性
20代

読書、ハンドメイド、ランニング、カフェ巡り、ぬ
いぐるみ、ドール、旅行、野球観戦

可愛いモノ、楽しいことが大好きです！ 楽しく文通でき
ると嬉しいです。
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のりさん
お江戸通り 831番地 2020年9月30日まで

女性
20代

ラジオ、温泉、飲み歩き、散歩、喫茶店、花屋、
音楽鑑賞、映画鑑賞

初めまして！生まれは平成、とってもアナログ派な20代会社員で
す。密かに憧れていた文通、この度新たな趣味に加えたいと思い
会員になりました。日常のあれこれ、老若男女どなたでも、ゆるー
く楽しく、気楽にお手紙交換できると嬉しいです＾＾

しうくわさん
お江戸通り 833番地 2020年12月31日まで

男性
20代

読書、音楽鑑賞、美術館巡り、天体観測、野球観
戦

すこし昔の海外文学をよく読みます。共通の趣味を話題にすること
はもちろん、知らない趣味のことを知れるのではないかと楽しみで
す。 自分が思っていることや感じたことを文字に起こす習慣をつけ
てみたいと思い、始めました。文通の経験はなく、わからないこと
も多いですが、いろんな方とやり取りができたらと思います。よろ
しくお願いします。

マナさん
しゃちほこ通り 310番地 2020年12月31日まで

女性
30代

アニメ・映画鑑賞、ゲーム、読書、海・月・空を見る、神社
巡り、ジム、写真、キモカワイイ生き物

見知らぬ遠い誰かと文通をしてみたいと思っていた所ここを見つけ、
登録してみました。 趣味年齢問わず色々な方と、今日あった出来
事や好きな事、楽しかった・悲しかった事など、何気ないお話をし
て、のんびりあたたかい文通を楽しめたらと思っています。 お手
紙を書く・待つ貴重な時間と一期一会の出会いを大切にしたいです。
宜しくお願いします♪

アイスさん
常陸の国通り 131番地 2020年12月31日まで

女性
40代

読書、ガーデニング、どうぶつの森、

はじめまして。楽しく文通できたら、嬉しいです。子供
は、3人で男5年生、女2年生、女2才です。宜しくお願
い致します。

くろねこさん
伊勢通り 75番地 2020年9月30日まで

女性
30代

温泉、切り絵、読書、墓参り

はじめまして。 ゆっくりじっくり手紙交換ができれば良い
なぁと思っております。 よろしくお願い致します。

レモンさん
どさんこ通り 278番地 2020年12月31日まで

女性
30代

映画鑑賞、読書、ゲーム、旅行、キャンプ、カフェ、
おひとりさま行動

はじめまして(^^) 手紙で色々と日常の他愛もない会話を楽しめた
ら良いなと思い登録しました。 私は30歳で主婦をしています。子
どもはいません。 好きなことや、はまっていること、日常であった
ことなど色々とまったりお話したいです。 女性の方限定で文通相
手を探しています。 よろしくお願い致します！

瑞希さん
もみじ饅頭通り 123番地 2020年9月30日まで

女性
20代

アニメ、ボカロ、音楽鑑賞、動物、料理、たまに
お菓子作り、カラオケ

はじめまして。瑞希と申します。 約1年ぶりの文通になります。 文
字を書くことが好きで、お手紙を受け取った時、お手紙を読む時、
お返事を書く時の、癒しの時間が大好きです。 いろんな方と素敵
な文通が出来ますように。 よろしくお願いします。

ちゃみかんさん
なにわ通り 397番地 2020年12月31日まで

女性
20代

旅行、わんこ達と遊ぶ、ライブ、K-pop、韓国ドラ
マ、YouTube

はじめまして！ ポメラニアンのオスとメスの2匹ちゃんと
一緒に暮らしている主婦です。色んな方と楽しくお話し
出来たら嬉しいです。

ぼのぼのさん
お江戸通り 834番地 2020年9月30日まで

女性
30代

ネット動画を観ること、占い、漫画を読むこと

30代独身です。30代になって、人生をやり直そうと新しいジャンル
の仕事に挑戦中! 男性の多い職場で毎日四苦八苦しながら生きて
います。 女性の方で、仕事や日々の些細な出来事などお話できる
人を募集します。

音さん
お江戸通り 835番地 2020年12月31日まで

女性
20代

食べること、ラジオを聴くこと、花や海を観に行くこと、ドラ
マ・映画鑑賞、散歩、アイドル

はじめまして。音と申します。皆さんは、人との絆において大切な
ことは何だと思いますか？私は、思いやりだと思っています。手紙
で、見ず知らずの誰かと一緒にあたたかい気持ちになれたら嬉し
いです。日常の何気ないこと、考えたこと、嬉しかったこと、小さ
なことからめいいっぱい幸せを感じられるような、そんなお話しを
しましょう。どうぞよろしくお願いします☺️
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メーテルさん
茶畑通り 164番地 2020年9月30日まで

男性
40代

読書、スポーツ観戦、ペット飼育、コスプレ

本はノンフィクションのルポルタージュを多く読みます。
癒し系のエステ・マッサージ屋さんにも通っている女子力
高い男性です。〝職〟のある身で漢字検定の勉強もし
ています。

梅子さん
かすていら通り 51番地 2020年12月31日まで

女性
20代

裁縫、絵をかくこと（油絵、イラスト、切り絵）、
読書

はじめまして、梅子（うめこ）といいます。精神的な障
害があり、作業所に通っています。よろしくお願いしま
す。切り絵は最近になって始めた趣味です。色んな方と
楽しくやりとりできたらいいなと思っています。

ばやしさん
お江戸通り 801番地 2020年9月30日まで

男性
20代

人と話すこと、読書、ドラえもん

文通を友達としてましたが、なかなか相手も忙しく合わない中もっ
と手紙を書きたいと思ってたところ、この文通村を知りました。話
すではなく、文字でのコミュニケーションの偉大さをもっと肌で感
じたいです。よろしくお願いします。


