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第255号

2020年7月15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
30代

まかろんさん
しゃちほこ通り 60番地

2021年1月15日まで

女性
40代

文具集め、ゲーム、読書、ショッピング
以前やっていましたがまた文通してみたくなり入会しました。5才
と2才の2人の子どもがいる主婦です。人前での自分と本当の自分
のギャップに疲れてきて、癒しを求めてまたやってみたい！と思い
ました。日常のことや悩みや楽しかったことなど本音で色々話せた
らなぁと思います。どうぞよろしくお願いします。

女性
30代

やまなみさん
杜の都通り 47番地

2020年10月15日まで

女性
50代

いちごいちえさん
土佐の国通り 31番地

2021年1月15日まで

女性
30代

あいぼさん
どんたく通り 200番地

2020年10月15日まで

漫画、文具集め、読書、動画鑑賞、ミュージカル
鑑賞
文具を集めていますが、使いどころがなく、以前より気
になっていた文通をやってみようと思い登録しました。い
ろんな方と楽しくやりとりできたら嬉しいです。

2021年7月15日まで

はじめまして、ゆのかと申します。２年振りに戻って参りました！
日々仕事に追われ社畜化している干物女は相変わらずですが、少
しずつ脱却するために変化と挑戦が繰り返されております。返事
はゆっくりですが必ずしますので！楽しくゆる～く気軽に文通しま
しょうね。

女性
70代

こごさん
もみじ饅頭通り 7番地

2021年1月15日まで

巨木めぐり、読書、版画作り、トレッキング
再入村です。版画葉書になりますが受け取って下さる方。
シーズー犬2ひきと暮らしています。よろしくお願いしま
す。

女性
50代

音楽、ライブ参加、本屋巡り、街歩き
はじめまして。 お手紙での新しい出会いにドキドキワクワクしてま
す。 休日には音楽を聴きながら本屋巡り、街歩き探検などするの
が好きです。あと、いろんな楽器に挑戦したいと思案中の私。ど
うぞよろしくお願い致します。

ハマっ子通り 76番地

食べ飲み歩き、料理、お酒、読書（ホラー以外）、
文房具、100均巡りなど

手芸、家庭菜園、ドライブ、文房具、画材屋、猫
好き、柴犬好き
最近は、手芸や家庭菜園で採れた野菜で料理ををすることが多い
です。山間の町に住んでいるので、ドライブをしながら出掛けて
文房具や紙小物を買うのが楽しみです。年齢性別問わず、日々の
出来事をお話出来たら幸いです。よろしくお願いします。

ゆのかさん

キャラメルさん
古都みやび通り 148番地

2021年1月15日まで

動物の動画を見ること、ゲーム、一人でお買い物、
ペット(オカヤドカリ、金魚)
50代前半です。大学生と高校生の子供がいて下の子が医ケア児で
す。いろんな方とお話ししたいです。マイペースで、人見知りな
性格です。たまに塗り絵してます。音楽はガーネットクロウが好き
です。オカヤドカリにハマっていて毎日観察するのが楽しみです。
よろしくお願いします。

女性
30代

十実子さん
なにわ通り 398番地

2020年10月15日まで

食べること、少し変わった書道、国内旅、スマホで写真撮影、
文房具、レトロ建築、一人行動
30代後半になり「歳を取るってこういうことか！」とじわじわ感じる
今日この頃。 アナログからデジタルへの変遷を体験するには恵ま
れた時に生かされていると思う一方で、スマホ依存生活やSNSに
疲れ、これらがない時代に戻りたい自分がいます。 気長に待つこ
とが当たり前の文通を楽しみたいと思っています。
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女性
20代

2020年7月15日

みおなさん
相模ハマっ子通り 396番地

2020年10月15日まで

女性
20代

えびまよにぎりさん
しゃちほこ通り 311番地

2020年10月15日まで

野球観戦、カラオケ、ほぼ日手帳、PCゲーム、あ
つまれどうぶつの森、YouTube

資格の勉強、ゲーム（刀剣乱舞・TOA）、カメラ、
スポーツ観戦、ジャニーズなど。

2019年に超低出生体重児の息子を出産。 初めての子育てに奮闘
中です！ PCゲームとあつ森が好きで、子育ての合間に楽しんでい
ます。 YouTubeでは、ゲーム実況やファッションなどの動画を見る
のが好きです！ 友人以外の文通は初めてで、至らない点もあるか
と思いますが、よろしくお願いします！

漠然と手紙を書きたいと思い入会しました。最近は主に資格の勉
強をしています。文房具を集めることや外に出かけることも好きで
す。日常の他愛もない話など、ゆるくお話しできたらうれしいです！
よろしくお願いします。

女性
20代

夏沢ゆずゆさん
紀州通り 28番地

2021年1月15日まで

女性
40代

漫画、ダンス、アロマ、カメラ、第五人格、鬼滅
の刃、二次創作小説を書くこと
はじめまして夏沢と申します。 この春から会社で責任ある立場と
なり、毎日忙しく余裕のない日々を過ごしていました。 友人との時
間も割けず寂しい思いをしていた時に文通村を知り、ここで手紙を
通して文字の温かみに触れられたらいいなと思い登録しました。
年齢、性別を問わずたくさんの人とお話がしたいです。 文通初心
者ですが、ぜひよろしくお願いします。

女性
40代

ぷぺぱさん
お江戸通り 837番地

2020年10月15日まで

女性
30代

エリックさん
とちおとめ通り 100番地

2021年1月15日まで

女性
40代

りおさん
ピーナッツ通り 352番地

2020年10月15日まで

読書、歌謡曲カラオケ、ドラマ・映画、ふせん・文房具集め、
人と打ち解けていく時、猫グッズ集め
こんにちは！お手紙でゆったりじっくりつながるやりとりをぜひし
たく参加しました。「漂流ポスト」の活動や、文通や交換日記を子
どもや学生時代にやっていたのを思い出し、ぜひまたやってみよう
と思い立ちました。今は時代小説（みをつくし料理帖など）
や、tverでドラマ、猫のふせん集めにハマってます。

2021年1月15日まで

学生時代、文通に熱中していました。休日は、カフェラテを飲みな
がら、2時間サスペンスを見るのが好きです。ラベンダーに毎日せっ
せと水やりしてます。関西が好きです。トイプードルを飼っていま
す。共通点がありますでしょうか。それ以外でも、いろいろお話で
きたら嬉しいです。

女性
20代

アリスさん
なにわ通り 399番地

2020年10月15日まで

映画、動画鑑賞、ゲーム、文通
29歳女、大阪住みです。 趣味は映画/動画鑑賞/ゲーム/
文通/ 精神疾患持ちで薬を飲んでるため少し 文字が少し
震える場合があります。 それでもよければよろしくお願
いします

女性
40代

雑貨、刺しゅう、紅茶、クリームソーダ、ごろごろ
にゃんすけ
はじめまして。 雑貨や文房具が大好きです。 陶器市に行って素敵
なお皿を見つけることや、美術館に行くことも好きです。 おっとり
＆人見知りなので、のんびりとお手紙のやりとりができたら嬉しい
です。 よろしくお願いします。

ピーナッツ通り 351番地

旅行、リラックマグッズ集め、化粧品好き

読書、アマチュアトロンボーン吹き、猫、雑貨好き、お寿司、
ちょこっとらくがき、たまに写真撮影
はじめて飼った猫に夢中の専業主婦です。 毎日手足をおもちゃに
され、かじられたり、生きずがたえませんがとても可愛い男の子
です。 こんな日々の何気ないこと、ちょこっと感動したことを共有
したり、させてもらえたら嬉しいです。

抹茶ころんさん

Mayさん
彩の国通り 386番地

2021年1月15日まで

音楽、パン屋やベーグル屋巡り、雑貨、車など
音楽を聴くのが好きです。ジャンル問わず聴いています。 雑貨や
お花、動物、可愛いものや綺麗なものが好き。美味しいものも。
お取り寄せをよくします。 車は運転するのが好き。最近はかなり
インドアです。 既婚、小２の息子、うさぎが２羽います。 お手紙
お待ちしています。宜しくお願いします。

女性
30代

あいさん
しゃちほこ通り 312番地

2021年1月15日まで

読書、ランニング、ペン習字、アクセサリー作り、
一人旅、かわいいもの集め
はじめまして。文字を書くことが好きで、何気なく検索していたら、
「文通村」を発見。やってみたいと思い、登録させていただきまし
た。 文通素人ですが、いろんな方々と日ごろの何気ないことや感
じていることなど、 お話しできたらと思います。これも何かのご縁
です。一緒に文通を楽しみませんか？ よろしくお願いします。
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女性
40代

2020年7月15日

留希さん
ピーナッツ通り 161番地

2021年7月15日まで

パン作り カフェ コーヒー ハーブティー
犬飼い 絵描き レタセ，マステ集め

ゲーム

あーりんさん
越後通り 98番地

2021年1月15日まで

女性
20代

雪さん
お江戸通り 838番地

2021年1月15日まで

女性
20代

女性
40代

文緒さん
なにわ通り 400番地

2021年1月15日まで

彩の国通り 387番地

2021年1月15日まで

女性
20代

diamond skyさん
お江戸通り 839番地

2020年10月15日まで

ファッション誌、読書、ショッピング、海外ドラマ、塗絵、プ
レゼント選び、健康食、占い
塗り絵が大好きでよく喜ばれますので、ご要望があれば、ディズ
ニーキャラクターを中心に塗り絵をプレゼントしたりします。写真
を撮るのも好きで一緒に送ったりするかもしれません。最近人との
付き合いをガラっと変えた為心に余裕が出来ました。LINE
やFacebookを一切たちました。文通中心の生活に憧れています。
沢山の愛ある方々と繋がりたいです。

女性
30代

らーこさん
どんたく通り 202番地

2021年1月15日まで

映画鑑賞、お笑い、お店巡り、動物、神社巡り、旅行、本
を読む(小説、マンガ、実用書)

高校生から保育園児の4人の母です。日々様々な事がありますが、
日常のささやかな喜びや楽しみ等を見つけて、お手紙のやりとり
をさせて頂けたらと思います。アイルランドが好きで、いつか訪れ
てみたいです。英語の勉強にも興味があり、またしてみたいなと
思っています。お互いに無理のないペースで、30代後半以上の女
性の方でお願いします。趣味が違う方もよろしくお願いします。

ゆきうさぎさん
六甲通り 286番地

まなつさん

はじめまして、まなつと申します！文通初心者です。ふだんは大
学で働いています。趣味は読書、映画鑑賞、旅行などです！最近
は未経験でフルートをはじめました♪ 日常のいろいろなことを手紙
でたくさんお話しできたらなあと思います。 ぜひよろしくお願いし
ます(*^-^*)

文通、読書、映画鑑賞、英語

女性
40代

2020年10月15日まで

読書、映画鑑賞、フルート、旅行

美術鑑賞、絵を描く、読書、ピアノ、アイドル
初めての文通です。人見知りで、話すことは不得手ですが、文通
でなら楽しく人と交流できるかもしれないと思いました。西洋美術
や、本は小説、漫画問わず好きです。趣味を広げたいので、共通
の趣味のお話をしたり、皆様の好きなもののお話を聞きたいです。
顔も知らない者同士だからこそできるお話もできたらなと思います。
世代、性別問いません。よろしくお願いします。

信玄通り 28番地

33歳の地方公務員です。おしゃべりが苦手なので、手
紙ならいろいろお話できると思いました。みなさんの趣
味や経験などから新しいことを発見したいと思います。
よろしくお願いします。

ショッピング、温泉、旅行、ディズニー、サンリオ、
ねこ、ハイキュー、YouTube
はじめまして♪懐かしい文通をまたやりたくて、登録しました！ 既
婚で現在第一子妊娠中です( ˘ω˘ )先輩ママさんにいろいろ教えて
頂きたいです♪ 趣味が合いそうな方、お気軽にお手紙下さい。ゆ
るりとお手紙交換ができれば良いと思っております♡

たぬきさん
キャンプツーリング、柴犬をかわいがる、旅行、読
書、Youtube、TVゲーム

漫画

子供の頃やっていた文通をまたぜひやりたくて参加しました。いろ
いろな方と色々なお話をして視野を広げたいと考えています。 パ
ン作りは独学，手ゴネ。漫画はジャンプ系 ゲームはゼルダ
DQBがお気に入り‼️小6の母。よろしくお願いします。

女性
20代

男性
30代

2021年1月15日まで

洋画・洋楽、フィルムカメラ、山歩き、キャンプ、銭湯、建
築巡り、北欧、フランス、万年筆、手帳
手書きの文字を読むのが好きです。遠くの知らない人と出会ってお
手紙をやり取りできるなんてワクワクします♫ 旅先で土地のご当
地調味料やお菓子を探したり、民藝館や古い建築物めぐりをした
り博物館や水族館に行くのが好きです。もちろん、温泉やお料理
も。 歴史・伝統あるものに心惹かれます。

初めまして！33歳独身の会社員です。文通は小学生の頃以来でブ
ランクがあるのですが、お相手様が笑顔になるような楽しい話、
深い話など色んなことをのんびり楽しくお互いのペースでやり取り
できればと思っております。 愛犬と住んでおり、動物が大好きで
す！色んなことに興味を持つタイプなのでどうぞよろしくお願いし
ます。

女性
20代

ミモザさん
六甲通り 287番地

2020年10月15日まで

吹奏楽鑑賞、読書、パン屋巡り、野球観戦、音楽
文章を読むこと、文字を書くことが好きです。吹奏楽は楽器の音色
とマーチングを楽しんでいます。私自身はピアノの経験しかなく、
集団での演奏に憧れを抱きつつ感動しています。みなさんの好き
なものを教えてください。ゆっくりマイペースに、やり取り出来た
ら嬉しいです。
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女性
30代

2020年7月15日

ハルさん
相模ハマっ子通り 398番地

2021年1月15日まで

女性
40代

編み物、加賀ゆびぬき、万年筆とインク、旅行、
トラベラーズノート
数年前から万年筆を使うようになり、万年筆とインクをもっと使う
機会が欲しくて、学生時代ぶりに文通をしてみることにしました。
旅と猫と美味しいものが大好きです。気が合う方とのんびり長くお
手紙のやり取りができるといいなと思っています。

女性
30代

あけみさん
お江戸通り 840番地

2021年1月15日まで

女性
40代

サラダせんべいさん
常陸の国通り 132番地

2020年10月15日まで

伊勢通り 76番地

2020年10月15日まで

手芸、雑貨屋さん巡り、食べ歩き
手芸全般が好きで、ミニチュアフード、ペーパークイリング、アク
セサリーなどいろいろ作ってます。最近紙ものにもはまってます。
女性の方で同じ趣味をお持ちの方と交流ができたらいいなぁと思っ
ています。よろしくお願いします(^^)

女性
20代

メイク、音楽鑑賞、YouTube、アプリ、詩、イラ
スト描き、踊る、英語、写真
はじめまして。主婦です☆日常の何気ない話をゆるく交換したいで
す。 話題を歩み寄れる方ならハガキ、一筆箋～長文も！☆☆ファ
ンシーレターやメモパッド、マステデコ等を使用します。同人便箋
で良い方も募集中⌒* ( お洒落、武内直子、90年代V系、K-pop、
名作漫画、軽音名曲、心理学、ダンス初心者、イラスト交換、詩
交換、写真交換 )

いまちゃんさん

朝木さん
信濃通り 113番地

2020年10月15日まで

読書、温泉、登山、アニメ、映画、お酒
はじめまして 森見登美彦さんの本が好きな社会人です。 来年富士
山に登ろうと思って、最近のマイブームは登山です。それまで興
味なかったことでも、教えてもらえると簡単にハマる傾向にありま
す。 文通は中学生以来なので、どんな感じになるか分かりません
が、楽しくやりとりさせていただきたいと思います。よろしくお願
いします。

女性
40代

ひろさん
なにわ通り 401番地

2021年1月15日まで

読書、ペット(犬)、日本の歴史、スマホゲーム、ファッション
ウィッグで外出、食べること、香道

読書、カフェとパン屋巡り、紅茶、ミュージカル、
万年筆、バイオリン、文具

ペットで犬を飼っております！今熱中しているのは時間があればお
やつをお供に外国映画のDVDをひたすら見ることです！ ゲームは
放置系レストランゲームをよくやります 食べ物はハンバーガーやポ
テト系が大好きです

はじめまして。 万年筆のインクにハマり、紙モノの文具好きもあっ
て文通始めようと思いました。 読書は推理物からラノベまで幅広く
読みます。 幅広くいろんな方と知り合い楽しく出来たらと思ってま
すので、よろしくお願いします。

女性
10代

はづきさん
彩の国通り 388番地

2020年10月15日まで

女性
40代

読書、映画、植物、編み物、インテリア、語学、
ゲーム、音楽、散歩、美容
初めまして。 18歳で親元を離れてから、同性の恋人とふたりで暮
らしている19歳です。大学は通っていません。 中学生ぶりの文通
なので、お手柔らかにお願いします。 朝はベランダの朝顔に水を
やって、夜は韓国語の勉強をする日々です。 いつも考えごとをし
ています。

女性
40代

MOONさん
相模ハマっ子通り 399番地

2021年1月15日まで

チョロさん
杜の都通り 131番地

2020年10月15日まで

野球観戦(楽天イーグルス)、日本酒、クロスワード、
スマホゲーム、旅、ドライブ
思い立ったが吉日… 素敵なレターセットを見つけた時に、無性に
文通がしたくなり(30年ぶりにトライしよう！と思った)、今回入村
いたしました。庭でとれた野菜で作ったピザを、野球中継を観なが
らビールと共に味わうのが、今の私の至福のひとときです。日本
酒、さだまさし、ゆず大好きな、B型亥年生まれです。なお、女
性限定でよろしくお願いいたします。

女性
20代

雪中さん
越後通り 99番地

2020年10月15日まで

野球観戦、歴史、中米の音楽、建築、仏像、工芸
品、ドキュメンタリー、イギリス

ゲーム、お絵描き、YouTube、雑貨集め、ぬいぐ
るみ、楽器、アニメ、漫画、動物

特に、野球の話がしたいです。私は横浜ファンですが、巨人ファン
以外なら、誰でも受け付けます。プロ野球ニュースはよく見ている
ほうなので、対応できると思います。私はおばさんですが、若い
人でも怖がらないで文通してください。

はじめまして。以前から文通に興味があり、生活も少し落ち着い
てきたので、いい機会だと思い登録しました。 最近はもっぱ
らTRPGにイラスト制作、ゲームなどして過ごしています。 趣味の
話や日常のちょっとしたことなどをマイペースにやりとりできたらい
いなと思います。よろしくお願いします。
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第255号
男性
20代

2020年7月15日

こうきさん
相模ハマっ子通り 400番地

2020年10月15日まで

女性
20代

国内旅行、カラオケ、邦楽、鉄道・バス、お笑い、
喫茶店、好きな食べ物を食べる、お城
半﨑美子さんという北海道出身のシンガーソングライターの方へサ
イン会で渡すお手紙を書いているうちに、自筆で書かれた手紙の
大切さに気づき、同年代の方を中心にお手紙でやりとりしてみた
いと思いました。 趣味の話の他に日常の良かったことなど、気楽
に話せる内容も取り入れたいと思っています。

男性
30代

八甫さん
しゃちほこ通り 314番地

2020年10月15日まで

女性
50代

なをさん
信濃通り 114番地

2020年10月15日まで

女性
40代

白魚まきさん
お江戸通り 842番地

2021年1月15日まで

2020年10月15日まで

はじめまして。あざらしが好きな「らし」と申します。 今まで幼稚
園教諭として忙しい毎日を送っていましたが、足の怪我をきっかけ
に日常が変わってしまいました。その中でも毎日明るく生きたいな
と思い、歌を歌ったり、料理に挑戦したり、リハビリを頑張ってい
るところです。 ぜひ、何気ない日常の嬉しい出来事などを共有し
たいなと思います。宜しくお願い致します。

女性
20代

ことりさん
なにわ通り 402番地

2021年1月15日まで

読書、野鳥観察、写真、散歩、手芸、刺繍、料理、
美術館、旅行
周りに趣味の話をできる方があまりいないので、こちらに登録しま
した！お天気の日はカメラを持って公園にいき野鳥を観察、雨の
日は自宅で読書か手芸をしています。本はほのぼのした物語(小川
糸さんや群ようこさん)や、エッセイをよく読みます！お互いの近況
などささやかなことを、まったりやりとりできたら嬉しいです。よ
ろしくお願いします。

男性
40代

食べること、焼き菓子作り、映画、散歩、読書、
自然、古いもの好き。
はじめまして。文通村を楽しみにしています。こんなご時世になり、
日々の何気ない事に幸せを感じています。 日常のこと、趣味の
ことなど色々とやり取りしたいです。 素敵な便せんに書きたいけ
れど、、手に入らないときは、お許しください！

しゃちほこ通り 313番地

歌うこと、紅茶を淹れること、音楽鑑賞、ミュージカル鑑賞、
舞台鑑賞、お料理、水族館巡り

読書（文学、哲学、新書全般、漫画、ライトノベ
ルなど雑多）、アニメ、考え事
１年ほど前、大学入学から15年以上過ごした関西を離れ、実家に
戻ってきました。長い間小さな劇団で演劇をしていましたが（役者、
脚本、演出など）それもやめ、ほぼ仕事だけをしている日々です。
後悔はしていませんが何となくもてあます毎日で、ふと手紙のやり
とりをしてみたいと思い立ちました。あなたはどんな世界を胸に抱
いて日々を生きているのか、良ければ聞かせてください。

らしさん

こもさん
ピーナッツ通り 354番地

2020年10月15日まで

観葉植物や草花を育てること、ギター、読書、映画鑑賞、ラ
ンニング、水泳、語学、ドライブ
「船の上のピアニスト」という映画で「人生に語るべき物語があっ
て、それに耳を傾けてくれる人がいるならば、生きることは捨てた
もんじゃない」という台詞がありました。 見知らぬ誰かのそんな物
語を文通を通じて聞いてみたいな、また、私のささやかな物語も
話してみたいなと思いました。 私は猫や植物たちと暮らす40代の
（わりと孤独好きな）男です。 宜しくお願いします。

女性
30代

みやさん
お江戸通り 843番地

2020年10月15日まで

料理、日本酒、ワイン、読書、ランニング、水泳、テニス、
犬、アウトドア、育児、音楽全般

ハンドメイド、料理、占い、神社、スピリチュアル、ヘミシ
ンク、一人旅、刀剣、youtube

20年以上米国で暮らし、昨年家族で日本に引っ越して来ました。
大好きな日本でまた暮らせるようになったのは嬉しいのですが、逆
カルチャーショックもあり、昔からの日本と新しい日本とを模索し
ながら生活しています。運動大好き、食べるの大好きで、趣味と
言えるまでは知識はありませんが、相撲も大好きです。これまで
の経験や将来の可能性を話し合える人と巡り会えたらと思います。

何かを作る事が好きで、色々な素材に手を出しています。漫画ア
ニメも好きですが、最近のものには疎いです…。施設で働く傍ら
占い師を兼業、元々神社が好きであちこち旅をして巡っています。
海外は個人でドイツへ行きました。基本インドアですが、時々アウ
トドアです。日常や趣味などを共有出来ましたら嬉しいです。宜し
くお願いします。

女性
20代

ゆかさん
六甲通り 288番地

2020年10月15日まで

アニメ、映画、ゲーム、ごはんを食べること、散歩をするこ
と、虫や生き物を見ること、芸術鑑賞
はじめまして。 普段はデザイン系の仕事をしているOLです。近い
世代のお友達を作りたくて最近始めました。文通は初めてなので、
至らない点があったらすみません。 人付き合いに少し臆病なところ
があり、文字を通じてゆっくり仲良くなれる方が見つかればいいな
と思っております。お返事に時間がかかるかもしれませんが、ご容
赦頂けるとありがたいです。

女性
50代

言の葉さん
ピーナッツ通り 230番地

2020年10月15日まで

家庭菜園、ポストカード収集、ほぼ日手帳、
均巡り、珈琲

100

セカンドライフに向けた準備期間のステージに立ちました。1週目
の人生を振り返りながら2週目の人生を模索しています。 セカンド
ライフでやってみたいことは学びなおし。具体的なことはまだ何も
見つかってないけど同じ様な考えを持ってる方や 同世代ならでは
の健康や働くことなど手紙を通して共有共感できたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
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第255号
女性
30代

2020年7月15日

みかこさん
日向の国通り 33番地

2021年1月15日まで

女性
30代

嵐、手芸、韓ドラ、漫画、アニメ、ゲーム、映画鑑賞、読
書、ラジオ、立体マグネット収集、ピアノ
浅く広く、熱しやすく冷めやすいヲタ気質です(笑)嵐と韓ドラが大
好きです！Netflixでアニメを見ながら又はradikoで深夜ラジオを
聞きながら、手芸をするのが日課です。2児の子育て中で、ベタ
ですが鬼滅の刃に親子でハマっています。共通点や同じ好きなも
のがある方、文通できたら嬉しいです。それ以外でも気になるなぁ
と思ったら、お気軽にお手紙下さい✩.*˚

女性
30代

はなこさん
桜島通り 54番地

2020年10月15日まで

女性
20代

つくねさん
相模ハマっ子通り 402番地

2020年10月15日まで

男性
60代

入道雲さん
相模ハマっ子通り 403番地

2021年1月15日まで

女性
10代

女性
30代

☆まぁちゃん☆さん
平城京通り 63番地

2020年10月15日まで

こむらさきさん
ピーナッツ通り 355番地

2020年10月15日まで

ギター、和歌、散歩
高校2年生です。いつか読んだ小説で文通に憧れました。
風物詩を通して季節を感じることが好きです。 語彙がな
く下手くそな文章になりますが、どうぞよろしくお願いし
ます(*^^*)

女性
50代

ゆずっこさん
きびだんご通り 85番地

2020年10月15日まで

絵本を読むこと。音楽を聴く事。ボランティア活動。
レターセットを集める事。
3人の子どもも社会に出て、今は主人と愛猫と暮らしています。今
は小学校で絵本の読み聞かせをしていますが、コロナのせいでお
休みです。後はゆずが大好きなゆずっこです。学生時代に文通を
していました。もう手紙を書くことが大好きな私です。こんな私で
もよかったらぜひペンフレンドになってくださいね。よろしくお願い
いたします

女性
20代

合唱、詩吟、謡、家庭菜園、読書、アマチュア無
線
自営で指圧の仕事をしています。最近書く楽しみを見つけ、昔流
行った文通をしてみたくなりました。若い頃はあまり勉強しません
でしたが、今、インターネットでいくらでも無料で勉強できるので
雑学ですがよく検索して調べています。

2020年10月15日まで

30代子無し主婦です。結婚を機に引っ越したら周りに友達もいなく、
文房具も好きでお洒落なレターセットを買いたいけど使い道が…と
思ったときに文通村を知りました。 好きなもののお話や、歳の近
い方とゆるくお話したいなと思います。 よろしくお願いします。

音楽を聴くこと、ライブ鑑賞、美術館巡り、お酒を飲むこと、
筋トレ、塗り絵、自炊、絵を描くこと
色々な方とおしゃべりがしたくて、入会させていただきました！ 音
楽や絵画など芸術に触れることが好きです。 好奇心が旺盛で、
色々なことに興味があるので、皆様の趣味についてもぜひ詳しく教
えていただきたいです。 文字はあまり綺麗ではありませんが、自
分なりに綺麗な文字を書けるようにがんばります！笑

相模ハマっ子通り 401番地

美術館、映画鑑賞、水族館、文房具、お花見、コスメ、ス
ヌーピー、セーラームーン、嵐、

気になるパン屋さんやお菓子屋さんを探して行って
みる、タオルケット集め、文具を見る
繋がる人が変わると、また新しい考えや見えるものが変わっていく
のではないかなと思いきって入会してみました。人から手紙が届く
ワクワク感。のフレーズがとても魅力に思えました。最近の熱いも
のは、龍神NIPPONです。

はなさん

しおさん
しゃちほこ通り 315番地

2021年1月15日まで

手帳・ノート、シール集め、旅行、食べ歩き、料理、
フランス語
はじめまして、夫と0歳の子どもと暮らしている28歳です。初めて
の育児で慌ただしい日々の中で、ゆったりといろいろな人とかかわ
ることができたらと文通を始めました。 趣味年齢問わず、好きな
ことや楽しかったこと、日常の何気ない出来事などいろんなお話が
できたら嬉しいです。手紙を通じてあたたかなやり取りができま
すように。よろしくお願いします。

女性
30代

まかろんさん
お江戸通り 844番地

2021年1月15日まで

ディズニー、マステ、手帳、シール、はんこ、ハン
ドメイド、無印良品

サンリオ、旅行、カフェ巡り、紙もの集め、手帳、
インテリア、テレビドラマ

はじめまして☆医療関係で働きながら中学生〜小学生の三姉妹マ
マしてます！マステ集めやシール集めが大好きでよく文房具屋さん
めぐりしています♡手帳や手紙に書くのが大好きです！ 同じ趣味
の方とお話ししたいです☆

こんにちは、はじめまして。 サンリオ大好きな30歳OL、まかろん
と申します。現在夫婦2人暮らしです。文房具など、可愛いものを
集めたり、旅行やカフェ巡りであちこちお出掛けするのが好きで
す。お手紙を通して、お互いの好きなものや、日常の些細な出来
事についてお話できたら嬉しいです。女性の方限定で楽しくやり取
りしてくださる方、どうぞよろしくお願いします。
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第255号
女性
20代

2020年7月15日

ありにょんさん
どんたく通り 203番地

2020年10月15日まで

女性
30代

読書(歴史、岩波文庫等)、博物館美術館巡り、新聞購読
（日、英）、電車旅、犬鳥針鼠魚のお世話
綺麗なもの（花、南国の海、硝子細工、香水瓶、カクテル）が好
きな26歳OLです。先日、和泉式部日記を読み、私もお手紙を交
わしてみたいと思い入村しました。趣味や、夢リスト（水彩画を描
く、小説を書く、セスナの免許を取る、乗馬）、歴史（美術品、
幕末明治等）についてお話出来るといいなと思います。男女年齢
長文短文問わず、日々の囁かな驚きや感動を共有できれば嬉しい
です。

男性
20代

虎彦さん
お江戸通り 846番地

2020年10月15日まで

Miっさん
相模ハマっ子通り 404番地

2021年1月15日まで

音楽鑑賞、アニメ、マンガ、舞台、ミュージカル観劇、パン
屋カフェ巡り、ハンドメイド、カメラ
はじめまして。「Miっ」ていいます。 高校生の頃にしていた文通を
久しぶりにしたいなぁーって思っていたら文通村を見つけ入会しま
した。 手紙を通していろんな方々と交流ができたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします

女性
30代

あきさん
茶畑通り 165番地

2021年1月15日まで

読書、映画鑑賞、海外ドラマ、ミュージアムめぐり、
魚釣り等アウトドア

手芸、旅行、ドラマ・映画鑑賞、スクラッチアート、シルバ
ニア 、ディズニー、スヌーピー

手紙のワクワクする感じが好きです。何気ない日常の発
見や、映画や本の感想など共有できたらうれしいです。
小説だけでなく、詩歌や漫画も好きです。

はじめまして。既婚で子育てに奮闘しております！小学生の頃手
紙をもらった時のワクワクを思い出し入村しました。 日常のこと好
きなことを話たり、皆さんの趣味など聞いたり、ゆっくり気長に出
来たら嬉しいです。 字は下手ですが、心を込めて書きます。ポス
トカードの文通も興味あります！ どうぞよろしくお願いします。

女性
20代

うめしゅさん
お江戸通り 847番地

2020年10月15日まで

ディズニーリゾートに行くこと、映画鑑賞、居酒屋
巡り、カメラ、演奏、音楽鑑賞
22歳の大学4年生です。 もともと字を書くことが好きで、大学の友
人と1年以上文通をしていますが、もっと多くの方と文通したいと思
い、初めて入会させていただきました！ 趣味、年齢、性別、字の
汚さ、文量、便箋など全く気にしません。 何気ない日常や、趣味
のことなど幅広くやりとりできたらいいなと思っています。よろしく
お願いします。

男性
30代

やっすぃさん
さぬき通り 18番地

2020年10月15日まで

旅行（国内も海外も）、温泉、鉄道、ポストカー
ド集め、演歌・歌謡曲、英語
研究者（のタマゴ）で、専門は言語学です。多趣味ですが、マニ
アというわけではないので、互いにオススメしあえればと思います。
年代・ジェンダーは不問です。純粋に言葉のやりとりを楽しめる方
との肩の凝らない文通を希望します。ポストカードも大歓迎です。
よろしくお願いします。

女性
40代

syokicoさん
どんたく通り 205番地

2020年10月15日まで

フラダンス、音楽、写真カメラ、ガーデニング、
読書、映画鑑賞、旅行、犬猫
たくさんの方と気軽に色々なお話が出来たら…と思って
います。何かを始めたい、新しい発見を見つけたいです。
よろしくお願いします。

