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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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優里さん
ちゅら海通り 35番地 2021年1月31日まで

女性
60代

紅型、写真

母の介護を終え　娘の独立・・ そして　再婚した主人と　穏やかな
日々を送ってます・・ 母が逝ってから　始めた　紅型（沖縄伝統工
芸）も　写真撮りも　早５年目に　なりました・・ 手紙を頂く瞬間
の　わくわく感　うれしいですよね　そんな　時間を　共有できた
らと　思います 　

ジャスミンさん
お江戸通り 836番地 2020年10月31日まで

女性
30代

尋常じゃない犬好き、読書、音楽、料理、スポー
ツ、モバイルゲーム、バー巡り

はじめまして。 何年かぶりに文通をしたくなり登録をしました。 好
きなことは本を読むこと、音楽を聴くこと、体を動かすこと。 レター
セットには拘りません。 ゆるくやりとりできる方とご縁があります
ように。

ロムさん
加賀の国通り 53番地 2020年10月31日まで

男性
50代

読書、猫・旅番組を見ること

久しぶりに手紙を書いてみたくなり入会しました。初めて文通され
る方からの話に、はっと気付かされる事に喜びを感じたいです。日
頃、楽しみにしているのはNHKBSで「にっぽん縦断こころ旅」と
「岩合光昭の世界ネコ歩き」を見ることです。

せんさん
お江戸通り 845番地 2021年1月31日まで

女性
40代

散歩、読書、テニス、パン屋カフェ巡り、映画鑑賞、キャン
プ、お菓子、神社仏閣巡り初心者

高校生と中学生の母です。 見知らぬ方と楽しかったことや嬉しかっ
たことなどの何気ない会話を文通を通してやりとりし、温かい気持
ちになったり日常の楽しみになったら良いなと思っています。手紙
を待つ時間や書く時間を大切にして心を込めて書きたいです。宜し
くお願いします。

あひるさん
お江戸通り 848番地 2020年10月31日まで

女性
40代

読書、散歩、映画鑑賞、韓流ドラマ、KPOP、ミュー
ジカル、滝めぐり、ボランティア

はじめて。あひると申します。独身 子なしで自由に生活していま
す。生活に変化をつけたくて登録しました。東方神起を応援してい
ます。最近はYouTubeで「櫻庭露樹さんの開運チャンネル」を見て
毎日大笑いするのが日課になっています！ どうぞよろしくお願いし
ます。

タロさん
お江戸通り 849番地 2020年10月31日まで

女性
50代

メルカリ、猫の世話、旅行

この歳になり、なかなか、新しい友人を見つけるのも難
しく、昔、文通ならと思い、入村しました。

すずらんさん
古都みやび通り 149番地 2020年10月31日まで

女性
30代

植物、犬猫、動物、瞑想、整体、料理、散歩、読
書

頭痛もちであまり外出できないのですが、人様と繋がりたいと思
い入会しました。夫とワンコ、植物と暮らしています。加速する世
の中でも、自然を感じ、落ち着いて生きていきたいと思っています。
飾らずホッと出来るような交流ができれば、と思います。

つばきさん
彩の国通り 389番地 2020年10月31日まで

女性
40代

登山 日本酒 旅行 歴史 伝統文化 着物 博物館巡り
奥田民生 THEBOOM

コロナ禍で家族や友人にも会えず、楽しみにしていた予定が
次々となくなり流石に参っていたところ、友人に文通村を教えて貰
いました。 歴史や日本文化が好きで、仕事休みにふらふら一人旅
をします 今村翔吾さん、和田竜さん、浅田次郎さん、12国記や彩
雲国物語、仕事ものをよく読みます。 日本の良いもの、色々な体
験を教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願い致します。
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舞さん
お江戸通り 850番地 2021年1月31日まで

女性
30代

キャンドル作り、ハーブティー、ポスクロ、ジム、
登山、新しいこと・ものを試す

ここ数年、仕事に必要な資格取得に追われていましたがひと段落。
自分の興味を見直してみています。　過去に文通やFAX文通をして
いたこともあり、ふと、誰かの話を文字で聞いてみたいと思い入村
を考えました。細く長く仲良くしていただきたいので、ポストカー
ドや一筆箋レベルでも違和感なくやりとりしてくださる方。　よろ
しくお願いします。

ちはやさん
相模ハマっ子通り 406番地 2021年1月31日まで

女性
40代

読書、絵本、児童書、歴史、城、日本語検定、料
理

8歳、4歳の兄弟の母です。 慌ただしい日々の中、自分と向き合う
きっかけが欲しくて入会しました。文通は学生時代以来です。 何
気ない日々の気づきなどを綴りあえたら幸いです。 どうぞ、よろ
しくお願いします。

トミー09さん
お江戸通り 851番地 2020年10月31日まで

男性
20代

写真撮影、登山、ジョギング、取材旅行、Netflix、
演劇鑑賞、読書等

朝7時、そわそわしながら郵便受けを覗くと、朝刊に隠れて自分宛
の手紙が!! 高鳴る鼓動を抑えつつ、仕事帰りまで読むのは我慢で
す。 クタクタになって帰宅した夜7時、いそいそと封を切り、疲れ
を忘れて手紙に思いを馳せる…そんな生活いいですよね!!（妄想）
悪意ある誹謗中傷が蔓延る世の中です。相手を思って便箋を選び、
ペンを走らせる、そんな文通が恋しくなりました！

ヴィーコさん
なにわ通り 404番地 2020年10月31日まで

女性
40代

猫、お料理、カリグラフィー、吹奏楽、散歩中に古
いステキな建物を見つけること

上手ではありませんが字を書くことが好きです。お手紙を書きたい
と思いつつ、リアルなお友達とはどうしてもSNSでのやり取りになっ
てしまいます。思い切って前々から気になっていた文通をやってみ
ることにしました。既婚、猫２匹と人間の娘がいます。ゆったりい
ろんなお話をしてみたいです。

もんきちさん
お江戸通り 852番地 2020年10月31日まで

女性
30代

旅行、スポーツ観戦、バスケ、お酒、ファッション、
育児、テレビ、カラオケ

はじめまして。 1月に高齢出産で娘が産まれ、現在子育てに奮闘
中です。 小学生の頃に文通していて懐かしく思い、登録しました。
子育てのことや趣味のことでゆるーく文通出来る方よろしくお願い
します。 女性限定でお願いします。

ことはさん
もみじ饅頭通り 124番地 2020年10月31日まで

女性
30代

紙モノ収集、マステやシール収集、旅行、台湾、
韓国、サンリオ、ディズニー

初めまして♡5歳の男児、2歳の女児を持つワーキングマザーです。
紙モノやマステ等好きで集めてます♪旅行は台湾や韓国によく行っ
ていました♪ 文通は初心者ですが手紙は好きなので、女性限定で
趣味に限らず、子育てや日常の些細な出来事を楽しくやり取りで
きたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします♡

ゆんぴさん
ねぷた通り 46番地 2020年10月31日まで

女性
20代

映画ドラマ鑑賞、百均めぐり、鬼滅の刃、漫画、スイーツ、
芸能人、海外セレブ、書き物など

初めまして☆日々子育て奮闘中です！そんな毎日でも何か楽しく
夢中になれたらいいなと！手紙を書くのが好きなので、楽しみで
す☆ネットの時代ですが、書き物でしか伝わらない想いがあると思
うので、日々のこと、子育て、悩みや弱音や愚痴、仕事、家族や
友達のこと、どんな事でものんびりとたくさんお話しましょう！ど
んどんお待ちしてます♪よろしくお願いいたします☆

HARUさん
しゃちほこ通り 317番地 2020年10月31日まで

女性
30代

家庭菜園、フルート、ゴスペル、ランニング初心
者、お酒初心者、YouTube

初めて文通をしたいと思い入会しました。新しい趣味や楽しみを見
つけたいです。皆さんの好きなこと、趣味、面白いことを教えてく
ださい。夫と小学生、保育園の息子と暮らしています。仕事は福
祉関係です。日常の出来事なども楽しくお話できたら嬉しいです。
お願いいたします。

ののはなさん
彩の国通り 390番地 2021年1月31日まで

女性
10代

手紙、手芸、消しゴムハンコ、スクラップブッキン
グなど

手作りすることが好きです。また、和風のものも好きで、舞妓さ
んやお着物が好きです！ 今年は、美術館や博物館をめぐったり、
韓国語の勉強を始めたりしてみたいと思っています。 昔からお手
紙が好きだったので入村させていただきました。老若男女問わず
いろいろな方とお手紙交換ができたらいいなと思っています。 よろ
しくお願いいたします！

いずみさん
相模ハマっ子通り 407番地 2020年10月31日まで

女性
30代

読書、一人旅、柴犬好き、文房具、散歩、おやき、
SLAM DUNK(漫画)

旅行や散歩等、どこかへ出かけたり、家でコーヒーを飲
みながらゆっくり読書をするのが好きです。趣味や好き
なことに限らず、日々の出来事等を気軽にお話しできた
らと思います。よろしくお願いいたします。
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よしっぴさん
かすていら通り 52番地 2020年10月31日まで

女性
50代

読書、お散歩、コーヒー飲みながら手紙書くこと、
時々料理

パティ&ジミー、スヌーピー、文房具、紙物、手ぬぐい、丸形ポス
ト、アメリカンカントリー、最近はmizutama さん 大好きと好きな
ものたくさんです。年を重ねてもかわいい女子でいたいな。 夫と
ウサギのりんちゃんと日々楽しく生活しています。お手紙生活楽し
みたく入村いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。女性
の方限定で。

ぺん太さん
どんたく通り 206番地 2020年10月31日まで

女性
30代

散歩、運動、海を見ること、神社仏閣巡り、日本史、ドラえ
もん、うさぎ、B’z、Perfume

はじめまして。ぺん太と申します。夫と、2歳の息子と暮
らす主婦です。日常の出来事やお互いの好きなこと・も
のなど、ゆったりペースでやり取りして頂けたら嬉しい
です。よろしくお願いいたします。

きくらげさん
お江戸通り 853番地 2021年1月31日まで

女性
30代

手帳、100均、シール、紙もの、文房具、月刊woman、手
芸、お菓子づくり、散歩、1人時間

3歳と1歳の子供がいて、現在3人目妊娠中です。小学生の頃から
システム手帳を触ったりメモ帳やシールの交換など行っていました
が結婚してからはなかなか時間が取れず…こちらでまた昔のワク
ワクを取り戻せたら良いなと思っております。オジサンのシールとか
「くすっ」となる物が好きです！年齢問わず色々な方とやり取りし
たいと思っております！よろしくお願いします

Mokoさん
お江戸通り 854番地 2021年1月31日まで

女性
40代

読書、ランニング、散歩、旅行、食べ飲み歩き パ
ン屋、カフェ巡り

はじめまして！ランニングが趣味で年に1～2回地方の大会に出て
その土地を探検するのが一番の楽しみですが今はお休み中。読書
や家でのんびりすることも好きなので、みなさんのおすすめや家
で楽しめることも教えていただきたいです。文通を通して広がる新
しい出会い、楽しみにしています。女性限定でよろしくお願いいた
します。

がたみさん
どんたく通り 207番地 2020年10月31日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、ジョギング、旅行（国内外）、
登山、ドライブ

昔から手紙を書くことが好きで、今回、色んな方に出会ったり、考
え方に触れたいなと思い、登録させて頂きました☆ 趣味や日頃、
起こった出来事、楽しいこと、悲しいこと、色んなことをやりとり
できればと思っています☆ お手紙を書いたり、届くことを日々のエ
ネルギーに変えて、ワクワクしながら生活できたらと思います♩ よ
ろしくお願いします☆

クロリズさん
常陸の国通り 133番地 2020年10月31日まで

女性
40代

イラスト、マンガ、アニメ、映画、散歩、紙モノ、
マスキングテープ

バツイチで現在恋人と同棲中です マンガやアニメが好きで、イラ
ストを描くのも好きです。散歩や散策、音楽を聴く、紙モノ（マス
キングテープ、メモ、シール）を集めるのも好きです キャラクター
グッズも大好きで、サンエックスやサンリオ、海外物も好きです
文通が大好きで、お手紙は読むのも書くのも好きです どうぞ気軽
に仲良くしてください

たまさん
相模ハマっ子通り 408番地 2021年1月31日まで

女性
20代

写真、登山、散歩、温泉、犬、猫カフェ、ラジオ、
お酒

山登りや散歩をして景色や草花を撮ること、銭湯や猫カフェにいっ
てのんびり過ごすことが好きです。お酒が好きで、ひとりでも飲
みに行きます。手紙はたまに友達に送るくらいでしたが、文通に興
味を持ちはじめてこちらの村を見つけ、入村しました。いろいろな
方と、ゆったりやり取りできると嬉しいです♪

ひよこさん
しゃちほこ通り 318番地 2020年10月31日まで

女性
60代

洗濯、テレビを見る、うさぎと遊ぶ ぼ～っと過ごす

仕事頑張ってきましたが、定年を機に退職します。どんな毎日にな
るのか、ワクワクしています。楽しく過ごす事ができるといいな～。
いろんな年代のいろんな土地の方と交流できるといいなと思います。
うさぎと静かに暮らしています。 そこそこ幸せに過ごすことが今年
の目標です。

周さん
もみじ饅頭通り 125番地 2020年10月31日まで

女性
30代

美味しい物を食べること、映画鑑賞、読書、ゲー
ム、雑貨集め、美容

周(あまね)と言います。美味しい物を食べることが大好きです。何
でも食べます。紅茶も好きです。映画はホラー映画、ジブリ、ディ
ズニーが特に好きです。読書は漫画やエッセイ、小説が中心です。
ゲームはツイステッドワンダーランドにハマっています。かわいい
雑貨、面白い雑貨も好きです。気軽にお話してみませんか。

まなさん
ピーナッツ通り 357番地 2020年10月31日まで

女性
20代

パン作り、図書館、YouTube、神社仏閣巡り、占
い、音楽鑑賞、サンリオ

はじめまして。文通は初めてですが、お手紙を通して沢山の方と
趣味や興味のある事などを共有したり、いろいろなお話を聞かせ
て頂けると嬉しいです。文章は下手ですが、一生懸命書きますの
で、どうぞよろしくお願い致します。
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冬草さん
しゃちほこ通り 319番地 2021年1月31日まで

女性
20代

ごはん、一人旅、読書、占い、ピアノ、ゲーム、
イラスト描く事、筆記具等

初めての文通でどきどきしています。 様々な趣味をお
持ちの方と日々の暮らしで得た嬉しかったり心が動いた
事をお話しできたらいいな、と思っています。 拙いです
が、イラスト等の交換も歓迎です。

あみこさん
お江戸通り 855番地 2020年10月31日まで

女性
30代

編み物、読書、切手収集、文房具、寺社仏閣巡り

昔から字を書くのが大好きなメモ魔です。(でも悪筆です) 小さい
子供達がいるので隙間時間に趣味に没頭したり、手紙や日記を書
いています。 最近は遠出できない日々が続いていますが、子供達
と散歩に出掛けて町のなかを散策するのを楽しみにして過ごしてい
ます。 どうぞよろしくお願いします。

はなさん
相模ハマっ子通り 409番地 2020年10月31日まで

女性
20代

文化財めぐり、神社仏閣、ひとり旅、カラオケ、
小説執筆、自然や動物ふれあい、散歩

はじめまして。 老成した趣味ですが、まだ二十代社会人です。 素
敵な便箋を買っても出すひとがいないなぁと思っていたところ、こ
の村を見つけました。 日々の他愛ないことを共有できたらうれし
いです！ よろしくお願いいたします。

もつさん
さぬき通り 47番地 2020年10月31日まで

女性
20代

映画鑑賞、音楽鑑賞、旅行、絵本集め

字を書くことが好きなのと、面と向かって話をするのはあまり得意
ではないため自分のペースで人と繋がれると思い始めてみました。
活発な方ではないですが行ったことのないところに行ったりライブ
や美術館に行ったりするのも好きです。 文通初心者のため不慣れ
な点もあると思いますが楽しくやれればいいなと思っているのでよ
ろしくお願いします。

あおさん
六甲通り 289番地 2021年1月31日まで

女性
20代

小説、映画、パン

手書きの文字が好きです。日記やエッセイも好きなので、必ず私
の手紙に返信しなければ、というのでなく、内容に触れないとか、
なんなら独り言でも構いませんので、思いつくままに。コンビニの
お菓子が美味しかったとか、のんびりやりとりして頂けると嬉しい
です( ˊᵕˋ )

ぱるまきさん
お江戸通り 856番地 2020年10月31日まで

女性
20代

漫画を読むこと、お菓子を食べること、ハムスター
の画像集め

部屋を整理した時に、久々に小学生時代の友達との手紙を見つけ
懐かしくなりました。今では住所が分からなくなってしまった友達
も多く、また手紙を書く楽しさを味わってみたいと思いました。三
日坊主なので、力まずにゆるゆると続けられたらいいな～と思いま
す。

麻倉さん
さぬき通り 48番地 2021年7月31日まで

女性
30代

レタセ、メモ帳、シール、マステ集め、YouTube、
消しゴムはんこ作り

ノンビリと日常の事や趣味の話などしていきたいです！
両手腱鞘炎なので、仕事が多忙の場合ペースが遅くなる
ことがあります… ネタみたいなふざけたメモ帳やレタセ
が大好きです(　・`ω・´)

たじぃさん
さるぼぼ通り 76番地 2020年10月31日まで

女性
30代

観劇、映画鑑賞、音楽鑑賞(JPOP,KPOP,クラシック,洋楽)、
ライヴ参戦、旅行、韓国語

メールやLINEでのやり取りがなんだか味気なく感じてきました。
もっとゆっくりじっくり、お話ができる文通に興味を持ちました。 最
近は観劇等は行けていませんが、家でAmazonprimeを楽しんでい
ます♪ 早くコロナが落ち着いて、韓国旅行にいきたいです。よろし
くお願い致します。

かおるさん
伊勢通り 77番地 2020年10月31日まで

女性
20代

マンガ、小説、音楽聴くこと

趣味の合う友達が欲しくて申し込みました！音楽は90年
代のJ-POPが一番好きでマンガは月刊フラワーズとFEEL
YOUNGを読んでます！

わたがしさん
お江戸通り 857番地 2020年10月31日まで

女性
20代

読書、漫画、料理、散歩、写真、絵を描く、映画
鑑賞、ときめき探し

誰かに手紙を書きたくなり、この文通村を見つけました。たわいな
い日常の話や好きなものの話、自分のことをたくさん書いた手紙を
渡し、相手のことがたくさん書いた手紙をもらった、小さな幸せを
もう一度感じてみたいなと思っています。どんなお話でも日常のお
話を聞かせてください。また、私自身の日常の小さなお話も聞い
て欲しいです。よろしくお願いします。
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なずな（旧n.0ko）さん
平城京通り 64番地 2020年10月31日まで

女性
20代

散歩、読書、映画鑑賞、トレーニング、ヨガ

読書はファンタジーものや物語が何歳になっても心の栄養になって
います！ 最近ハマっていることは暮らしを整えることや豊かな暮ら
しについて考えることで、北欧暮らしの道具店さんのラジオにもど
ハマりしています♡ 暮らしの中での楽しみや、今ハマっているもの
などお話出来ると嬉しいです。 お互いのペースで交換できればと
思っております。よろしくお願いします。

澪さん
うつくしま通り 96番地 2020年10月31日まで

女性
20代

映画や本から素敵な言葉を探す、綺麗な景色を見る(海外の
街並み、夕陽、月夜や星、工場夜景)

昔から教科は国語が好きで、大学は文学部に進学、文章に関わる
お仕事をしたのち現在転職活動中です。これからは活字を読むだ
けではなく、自分の言葉で様々な方と出会えたら素敵だなと思い
登録しました。 大学では古典作品の月や星について勉強しました。
最近工場夜景に興味があり、もっと知りたいと思っている最中です。
年齢性別問わずお気軽に筆をとっていただけたら嬉しいです♪

ゴドランドさん
しゃちほこ通り 320番地 2021年1月31日まで

男性
20代

スポーツ観戦、音楽鑑賞、読書、テレビゲーム、
寺社巡り、お城巡り、国内旅行

はじめまして 誰かに手紙を書きたい一心でネット検索し、文通村
にたどり着きました。 手紙を書くことが好きだったのですが、過去
にしていた相手とはやりとりがなくなってしまい気づけば数年経ち
ました。 また手紙への気持ちが高まり、見知らぬ方と手紙の交換
はとても面白そうだと思い登録しました。 神社やお寺、お城に行っ
てリフレッシュする事が大好きです。

杏珠マミーさん
さるぼぼ通り 77番地 2021年7月31日まで

女性
40代

サッカー観戦（主にＪリーグ）手芸、アニメ（鬼滅の刃、ハ
イキュー、約束のネバーランドなど）

こんにちは。2歳の娘がいるママです。旦那の影響でＪリーグが好
きになりました。たまに現地観戦も行きます。手芸が好きで、小
物を作るのにハマっていますが、特に刺繍が好きです。またかわ
いい小物やレターセットを集めるのが好きで、よく雑貨屋さん巡り
もします。たわいない日常や楽しかったことなど、いろいろ話せる
方募集します。性別年齢は不問です。よろしくお願いします。

坂口さん
杜の都通り 133番地 2020年10月31日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、カフェ巡り、音楽(ヨルシカ、ずとまよ、ミ
セスetc)、絵を描く、散歩

はじめまして！これといって熱中できる趣味がなく、手紙を書いた
り手紙が届くのも楽しそうだなと思い始めました！看護師2年目で
色々人生疲れたので少しでも楽しみができたらいいなと思ってま
す(笑) 気軽にお話ししてくれたら嬉しいです、よろしくお願いしま
す！

こっこさん
お江戸通り 858番地 2021年1月31日まで

女性
20代

喫茶店、散歩、ハンドメイド、音楽、読書、カメ
ラ、サボテン

子供のころ、友達から年賀状届いてるかな～とポストを開けていた
ときのわくわく感を思い出し、文通をしたいなと思いました。最新
は昔ながらの純喫茶でコーヒーを飲みながら美味しいごはんを食べ
ている時間が至福です。手書きの文字のあたたかさが好きで、日
常のなにげない出来事などをのんびりと共有できたらと思います。
よろしくお願いします！

まゆゆさん
かすていら通り 53番地 2021年1月31日まで

女性
30代

カメラ、漫画、PUBG、料理、YouTube、カフェ、ハンドメ
イド、おしゃれ、整理収納、

はじめまして！福祉職で多忙な日々を送っていましたが時間に余裕
が出来たので登録しました。私は、社交的で穏やかな性格です。
夫婦二人暮らしです。ミッフィーやディズニー好きです。 性別問わ
ず長く文通したいと思っています。 お気軽にどうぞ(*´ω｀*) 宜しく
お願い致します

こまつなさん
なにわ通り 405番地 2021年1月31日まで

女性
20代

文通、Netflix、マンガ、ファッション、ショッピング、旅行、
お菓子作り、文房具、動物

はじめまして(*´꒳`*)小さい頃から手紙が好きで文通村
入りました！共通点ありましたら文通しましょう！よろし
くお願いします♪

静子さん
杜の都通り 134番地 2021年1月31日まで

女性
30代

コスメ、VTuver(桐生ココ)、映画、海外ドラマ、Netflix、ツ
イステ、レタセ集め

職場やリアルの友人以外の方との交流がしたくて登録しました。最
近になってコスメ収集やメイクに目覚めた30歳おひとり様です。共
通の話題で盛り上がれたら嬉しいです。メイクは毎日楽しんでい
ますが、まだまだ垢抜けないのもあり情報交換なんかも出来たら
いいなと思っております。すみませんが、やり取りは独身女性の
みでお願い致します。よろしくお願いします。

ぽぽんた（旧ぼぼんた）さん
ちゅら海通り 57番地 2020年10月31日まで

女性
30代

読書、絵本、児童書、英語多読、映画鑑賞、手芸

子どもに絵本の読み聞かせをしているうちに、絵本の虜
になってしまった、ぽぽんたです。 いろんな方と楽しく、
のんびりと文通できたらいいなと思い登録しました。よ
ろしくお願いします。
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あすかさん
お江戸通り 859番地 2021年1月31日まで

女性
20代

子育て、モーニング娘。黄金期プラチナ期、相撲、ドラマ
鑑賞、ジャニーズ、少女.飯テロ漫画

はじめまして、一歳の娘のいるシングルマザーです。文通は初心
者なので至らない点があると思いますがよろしくお願いいたします。
今子育てされている方や子育て後の方とクスッと笑える子供のこと
や悩みなどを話せたらと思います。 趣味に共通点のある方やそう
でない方もお手紙いただけると幸いです。 お気軽にお手紙いただ
けると嬉しいですのでよろしくお願いいたします。

ゆかりさん
杜の都通り 135番地 2021年1月31日まで

女性
30代

ハンドメイド、オーガニック、無添加、エコ、健康、ラーメ
ン、子育て、猫、犬、ドラゴンボール

趣味でハンドメイドを楽しんでます♪ 男の子と女の子の2人の子育
て中です♡ 健康に目覚めて身体にいい食事を心がけつつ、大好き
なラーメンはやめられません＼(^o^)／ 趣味が合う人とはもちろん、
自分には未知なお話など出来たらいいなと思ってます♡

☆たかち☆さん
茶畑通り 166番地 2021年1月31日まで

女性
30代

カラオケ、音楽鑑賞、ライブ、ピアノ、沖縄三線、
ショッピング、旅行、トレーニング

沖縄大好きで毎年旅行へ行きます！歌うこと楽器を弾くこと、ライ
ブに行くことが趣味です。安室奈美恵、BEGINの大ファンで楽器は
沖縄三線をやっています。今は妊活にも力を入れています。少し
でも興味を持って下さった方お手紙お待ちしています。女性の方で、
全国、年齢は問いません！！

ひだまりさん
越後通り 100番地 2020年10月31日まで

女性
20代

旅、読書、音楽(ジャンル問わず)、写真、プロレス、柔道、
漫画、NARUTO、犬、シール集め

趣味年齢を問わず、様々な人と交流したいと思い入会しました！
趣味は広く浅いですが、その分何にでも興味があるので、たくさ
んの話を聞きたいです(*´-`)！ 本・漫画、音楽はジャンルを問わず
見聞きしていますが、中でもNARUTO、プラチナ期のモー娘。が
小さい頃から大好きです！ 気軽に楽しく文通ができると嬉しいで
す！よろしくお願いします(^^)

Tmamaさん
ピーナッツ通り 359番地 2020年10月31日まで

女性
30代

動物(特に犬)、ディズニー、神社巡り、手紙を書く、
YouTube、100均

1歳4ヶ月の男の子のママしてます。 初めての子育てに奮闘中です。
趣味が同じ方や、同じ子育て中のママさんと子育ての悩みや愚痴
など、ゆっくりマイペースに いろいろ話せたら嬉しいです。 よろし
くお願いします。

まけさん
古都みやび通り 150番地 2020年10月31日まで

女性
20代

手芸、YouTube、旅行、漫画、美味しいものを食べること、
ボードゲーム、ドラマ、音楽

大学3年生のまけといいます。旅行が一番の趣味だったのですが、
コロナでいけなくなったので今は家でYouTubeを見たり漫画を読
んだりドラマを見たりして過ごしています。漫画は今『ダイナー』
を読んでいて、ドラマは、わたなぎと親バカ青春白書を見ていま
す！私たちはどうかしているも見る予定です。年代性別問わず誰
でもお手紙待ってます♪よろしくお願いします！

月夜音さん
上州三山通り 84番地 2021年1月31日まで

女性
20代

植物の世話、パワースポット巡り、カラオケ、音楽
鑑賞

子供の頃文通をしていたことを思い出し、また筆を執りたくなりま
した。草木や川など、自然のある所が好きなので、休日はパワー
スポットを巡ったり、季節の花を見に行ったりしています。 音楽も
好きで、クラシックからロックバンドまで色々と聴きます。 社会人
になってから限られた交友関係の中で生活してしまっているので、
普段関わる機会のない方と沢山お話し出来たら嬉しいです。

なみさん
いよかん通り 51番地 2020年10月31日まで

女性
40代

漫画好き、韓国ドラマ好き、100均、レタセ集め、
カフェ、日記、ハンドメイド

初めまして、主婦ですが、文通は初心者ですが、よろし
くお願いします。趣味や話しが合う方と手紙のやり取り
したいです。犬を飼っているので散歩したりしてます。
ゆっくりペースですがよろしくお願いします。

パペールさん
お江戸通り 860番地 2020年10月31日まで

女性
40代

紙もの文房具収集、ラッピング、体を動かすこと、
読書

初めまして！高校生と中学生がいる40代主婦です。 フィットネスイ
ンストラクター(ZUMBAやピラティスなど)をしております。紙もの
が大好きです。同じ趣味の方や色々なお話ができるみなさん！よ
ろしくお願いします。

chikoさん
常陸の国通り 134番地 2021年1月31日まで

女性
30代

スポーツ観戦(サッカー、野球、大相撲)、楽器演奏、文房具、
手帳、読書、空をながめること

小3、年少の子育てをしています。こどもたちの幼稚園や学校、習
い事の送迎の合間にのんびりお手紙を楽しみたいと思っています。
年齢、性別を超えてお手紙を交換して、新しい世界を広げていけ
るのを楽しみにしています。ゆっくりペースになってしまうかもしれ
ませんが、よろしくお願いします♪
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メイプルフラワーさん
ピーナッツ通り 360番地 2020年10月31日まで

女性
30代

音楽・映画・演劇鑑賞、手芸、100均チェック、買
物、カラオケ

はじめまして。フルで働きながら２児の子育て中です。 メールも
嫌いじゃないのですが、早く返さなきゃというのがストレスに感じ
る事もあり、ゆっくり自分時間に何度も読み返しながらゆっくりと
お返事を書いていけたら嬉しいです。昔からレターセットが好きだっ
たのですが、なかなか使う機会もなかったのでいろんな方とお話
出来たら嬉しいです。よろしくお願いします☆

しおさいさん
茶畑通り 168番地 2020年10月31日まで

女性
20代

お絵かき、レタセ集め、ガラスペンとインク集め、スピッツ
を聴く、漫画を読む(煙と蜜)

レターセットを集めているうちに、お手紙を書いてみたいな…と思
い始め、入村してみました。手紙ならではの温かみが大好きです。
文通はほぼ初心者ですが、お互いの日常や趣味のことなど、のん
びりお話しできたらと思います☺︎

みみこさん
六甲通り 291番地 2020年10月31日まで

女性
30代

観劇、文房具、御朱印、ウォーキング、野球観戦、
嵐、ミッフィー、サンリオ

初めまして。文通したくなりこのサイトを知り登録しました！趣味
や日常な事など色んなお話しが出来たらと思っております⭐︎色ん
な方としたいので性別、年齢関係なく交流できたらと思っておりま
す！宜しくお願い致します！

縄文大好きさん
相模ハマっ子通り 410番地 2020年10月31日まで

女性
60代

易経勉強（超初心者）、タロット占い、縄文時代
大好き、猫

手紙を書くのは好きですが、字が下手な上に書き上げるまでに何
度も書き直します。日記は書けません（三日と根気が続きません）
縄文時代が大好きです。弥生と古墳時代は大嫌い。 スピリチュア
ルなことが好きで今は易経を勉強しています。決断力がないので
易のアドバイスに従っています。 ３０年の会社勤め、在宅介護
１２年、今は一人暮らし体験中。

ナツメさん
常陸の国通り 135番地 2020年10月31日まで

女性
20代

読書、美味しいものを食べること

はじめまして。手紙やはがきで心のこもったやり取りを
したいと思い、文通村を始めました。様々な人と何気な
い幸せを共有できたら嬉しいです。よろしくお願いしま
す。

すにさん
しゃちほこ通り 321番地 2021年1月31日まで

男性
20代

映画、運動、料理、ドライブ

初心者です。 昔から興味があったのではじめてみました。

mkさん
平城京通り 65番地 2021年1月31日まで

女性
30代

カフェ巡り、裁縫、美容、お買い物、漫画、食、
暮らし、家事、子育て、温泉、動物

30代主婦です。2019年9月に女児出産、子育て中です。雄のグレー
トデン を飼っています。便箋や雑貨がすきで、誰かにお手紙書け
たらいいなぁと度々思っていたところ、文通村をみつけました。１
つのテーマについて議論したり、意見交換し合うこともすきです。
日々の何気ないこともお話しできたらいいなと思います。宜しくお
願いします。

SYAOさん
なにわ通り 406番地 2020年10月31日まで

女性
20代

映画鑑賞、ゲーム、書写、文具集め、テーマパー
ク、ショッピング、コスメ、お裁縫

はじめまして！SYAOです 新たな人間関係を築きたいと思い、
前々から気になっていた文通をはじめました。 可愛いものとディズ
ニーとハリネズミが好きです 同じ趣味の方はもちろん、色んな方
と文通できたらなーと思っています。最近あった出来事、小さな幸
せなどなどたわいのないお話からビッグニュースまでなんでもお待
ちしております！よろしくお願いします

千代子さん
六甲通り 292番地 2020年10月31日まで

女性
10代

音楽鑑賞、漫画を読むこと、食べること、ファッション、テレ
ビ、写真鑑賞、イラスト鑑賞

初めまして、千代子と言います。 国内文通には以前から興味があっ
たもののチャレンジしたことはなかったので、今回登録させていた
だきました。 現在はバイトをしており、来年の春から晴れて服飾
専門学生になります。 もし何か質問があればなんでも聞いてくだ
さい。 お手紙楽しみにお待ちしています(o^^o)

はないさん
しゃちほこ通り 322番地 2020年10月31日まで

女性
20代

音楽鑑賞、映画鑑賞、ジブリ、アニメ、猫と遊ぶ、
YouTube、コスメ

はじめまして、はないです‼︎旦那と猫1匹と暮らしている主婦で
す。昔からお手紙が好きで学生の頃文通をしていたことがあり、
また始めたいなと思い入会しました。日常の話や、趣味の話など
色々なお話が出来たら嬉しいです。お手紙お待ちしてます♪
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もんぶらんさん
相模ハマっ子通り 411番地 2021年1月31日まで

男性
50代

ドライブ、低山ハイキング、写真撮影

コロナ自粛の影響を受けて、暇が増えました。テレビも
面白くなくなり、夜、机に向かうことが多くなりました。
そして文字を発信したくなりました。よろしくお願いいた
します。

みーちんさん
きびだんご通り 76番地 2021年1月31日まで

女性
40代

音楽、ライヴ、うさぎ、サンリオ、ディズニー、マ
ステ、axes

夫と11歳・4歳の娘2人とうさぎ♂2羽、金魚4匹と暮らしていま
す。LUNA SEA・ラルク・ディル・Angelo・sukekiyoが好きで、ライ
ヴもよく行きます♪かわいいものが、大好きです。平日は、パート
をしています。よろしくお願いします。


