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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。

　　2

柚子さん
どさんこ通り 140番地 2021年8月15日まで

女性
20代

ハンドメイド、音楽・映画・ドラマ・アニメ鑑賞、料理、お菓
子作り、ドライブ、読書(漫画も)

はじめまして。生活に余裕ができ、久しぶりに文通したい！と思い
戻って参りました。柚子と申します。いろんな事に興味があり、割
と多趣味なので、知っていることも知らないことも楽しくお話出来
たらなと思っています。こんな時だからこそ、季節の移り変わりや
日常の事、自分の触れられない地域のお話も聞かせていただけた
らなと思います。よろしくお願いします。

伊予のいごっそうさん
いよかん通り 50番地 2021年2月15日まで

男性
40代

演歌、昔のドラマを観る

只今休職中の４８歳男です。返事は月１回でもいいと
いう女性、居ましたら手紙下さい。ちなみに好きな歌は
八代　亜紀の「舟唄」です。

ゆずさん
阿波の国通り 35番地 2020年11月15日まで

女性
20代

読書、演劇、アニメ、ゲーム、料理、カラオケ、
イラスト、音楽

初めまして。文通は初めてです。普段、生活しているだけでは知
り合う機会のない方と、色々なお話しをしてみたいと思い始めてみ
ました。文字も文章も拙い私ですが、精一杯心を込めて書かせて
頂きます。よろしくお願いいたします。

足立タウン39番地さん
茶畑通り 167番地 2020年11月15日まで

女性
40代

千葉雄大くん、文通、読み聞かせ、ペン字

お手紙でのんびり大好きな千葉くんのお話がしたく入村
しました。皆様の大好きな趣味のお話や何気ない日常の
こと、たくさん教えて下さること楽しみにしています。温
かなやりとりを女性限定でお願いします。

横山さん
常陸の国通り 136番地 2021年2月15日まで

女性
10代

美術鑑賞、お絵描き、勉強、書道、ポケモン、読
書、音楽鑑賞

芸術系の学問を専攻する大学生です。書き文字で交流
する経験がしたくて登録しました。文通は今回が初めて
ですが、みなさんとささやかなやりとりができるとうれ
しいです。

きらきら武士さん
なにわ通り 407番地 2020年11月15日まで

女性
20代

美味しいもの巡り、散歩、筋トレ、読書、漫画、
文具集め、化粧品、美容

文字を書くことが好きなのですが、最近はPCを使う機会が多く、
文通村に登録しました。飲食と運動両方が好きで、最近はさぼり
気味ですがもともと読書が趣味でした。知ることが好きなので私
の趣味以外の内容に関する文通も是非行いたいです。

マキマキさん
信濃通り 115番地 2020年11月15日まで

女性
30代

文通、文具集め(特にレタセ、ペン、マステ)、スキー、料理、
お菓子作り、手作り封筒作り

初めまして､こんにちは。 文通大好きまきまきと申します。 お手紙
を書いている時間が何より幸せで、仕事以外の時はずっとお手紙
書いてます。 同じようにお手紙書くのが大好き、字を書くことが大
好きな方、文通したいです。 よろしくお願い致します。

毛利　蘭さん
彩の国通り 393番地 2020年11月15日まで

女性
50代

金魚、メダカ、小動物、TVゲーム、日記など。

文通村に参加させていただきます。よろしくお願いします。 毎日、
家族のために、家事を頑張っています。４つある水槽に金魚や熱
帯魚、亀を飼っています。インコとハムスターもいます。隙間時間
に、オンラインゲームをやります。最近は、健康管理を考えて毎
日の献立を工夫しています。親の介護もする必要があり、忙しい
毎日を過ごしています。
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せきぐちさん
彩の国通り 394番地 2021年2月15日まで

女性
20代

カメラ、筋トレ、アクアリウム、旅行、お絵かき、
文房具集め

カメラいじりが大好きです。子どもの頃から手紙を書くことが大好
きで、暇さえあれば友達に近況報告の手紙を書きまくるような人
生を送ってきました。気分屋なので、返事が来たら書くのではなく、
書きたいときに、書きたいことを書いて送るようになるかもしれま
せんが、それでも大丈夫な方、ぜひ身の回りの愉快なことを教え
てください。

ゆうなさん
しゃちほこ通り 323番地 2021年2月15日まで

女性
30代

音楽・紙もの・レトロ・昭和レトロ・漫画・ゲーム（Switch★
スプラトゥーン2・あつ森）

音楽 紙ものが兎に角、好きです 文通もしてみたかったのですが
中々、勇気が出ず文通村に入会しました◎ 音楽 紙もの ゲームは
スプラトゥーン2・あつ森を主に漫画も好きです 文通を楽しく出来た
ら嬉しいです(*˙꒳˙*)

zatoイチさん
ピーナッツ通り 361番地 2020年11月15日まで

女性
30代

読書、落語鑑賞、講談鑑賞、怪談鑑賞、映画鑑賞

猫2匹とのんびり暮らしています。 芸術に関わる仕事をしており、
毎日が作品と共にあります。 制作の合間に、音楽や落語を聞くの
が趣味です。 字はあまり上手ではないけれど、 インターネットや
メールでは味わえない 奥ゆかしいやりとりが末長く出来たら
日々の潤いになるのではないか、と思っております。 宜しくお願い
致します。

青衣さん
どさんこ通り 279番地 2020年11月15日まで

女性
30代

植物、読書、哲学、映画、音楽、ものづくり、イ
ンテリア、猫と暮らしています

はじめまして。実をいうと長い文章を考えるのが苦手です。お返
事を書かなきゃと焦ることによって純粋な言葉が生まれて来なくな
り、書くことを真剣に考えすぎているのかもしれません。手紙とい
うよりも何か言葉を送りあえたら嬉しいです。例えば好きな小説
の一節、映画の台詞、詩、和歌、散歩や入浴中に思いついた言葉、
ふとした時に浮かぶ何気ない言葉を送り合いませんか？

やなぎさん
古都みやび通り 151番地 2020年11月15日まで

女性
20代

読書、島旅、登山、美術館（アート）巡り、カフェ
巡り、色々なお茶を飲む

字を書くことが好きなので、登録をしてみました。 基本的にインド
ア・アウトドア問わずに多趣味です。 手紙を通して、趣味・好きな
もの・最近の出来事・やりたいこと…など色々なことを色々な方と
お話しできたらうれしいです。 よろしくお願いします。

あんなさん
上州三山通り 85番地 2020年11月15日まで

女性
20代

文通、家庭菜園、文房具雑貨屋さん巡り、料理

旦那と猫2匹と暮らしています。 お休みの日は雑貨屋、文房具屋さ
ん巡りをしたり、クレヨンしんちゃんを見たりしています。レタセ
やマステなど可愛いものがすきです。お手紙では最近あった事な
どささいなお話が出来たらと思っています。

こしょこしょさん
どさんこ通り 280番地 2021年2月15日まで

女性
40代

読書、文通、ランニング、百均レタセ、風景印、野球観戦
（日本ハムファイターズ）、チョコ、

文通歴は約40年。手紙は書くのも貰うのも大好きです!新しい出会
いを求めて文通村へ入会しました。私は専業主婦で夫と高校生の
息子の3人家族です。楽しかった事、嬉しかった事、日常の話、愚
痴、悩み等…何でも手紙で話しましょう♪書き始めると止まらない
タイプなので、ロングレターでやり取りOKの方だと嬉しいで
す(^^)30代〜50代の女性限定で。宜しくお願い致します。

想童さん
とちおとめ通り 101番地 2021年2月15日まで

女性
40代

書道、ハンドメイド、御朱印、ネイルアート、切手
や雑貨収集、等。

❇️はじめまして。栃木に住んでいます想童、そうどう。と申します
(*^^*)書くことが好きな三児の母です。 気持ち伝わる穏やかな時
間、文字から伝わる想いを大切にしたいですね。❇️どうぞよろし
くお願いいたします。PS(*^^*)熱中していることは、書道です。ま
た、スポーツも好きで活発、静と動のギャップがまた楽しいですね。
❇️

ぴよみさん
しゃちほこ通り 324番地 2021年2月15日まで

女性
30代

料理、燻製、ソロキャンプ、旅行、写真・カメラ、読書、文
房具・万年筆、裁縫、音楽、ダム

新しい友だちがほしく、登録しました。 万年筆やインクを使う機会
が減っているのでお手紙で使いたいと思っています。 最近、アウト
ドアに興味があり、ソロキャンプを始めました。 もともと料理や読
書も好きで、広く浅く多趣味な方です。 男女問わず、いろいろな
人とやりとりできたらと思っています。

元離島出身者 さん
なにわ通り 408番地 2020年11月15日まで

男性
40代

一人旅、お散歩、緑あふれる公園でまったりする
こと、映画鑑賞、ゲーム、お話好き

いろんな人と話したいと思い応募してみました。のんび
りまったりやり取り出来たら嬉しいです。 よろしくお願
いします。
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おつかれサマーさん
杜の都通り 136番地 2020年11月15日まで

女性
40代

音楽鑑賞、映画鑑賞、読書、カフェ巡り、温泉巡り、コスメ
集め、ライブに行く、ドライブ

はじめまして！音楽、映画鑑賞が好きな40代です。普段は仕事が
忙しく、自分時間もままならない日々を送っていますが、今回は是
非色々な方とのお手紙を通じて、もう少し自分の知らない世界を
知りたいと思い入会することにしました。どうぞよろしくお願い申
し上げます。

りあさん
お江戸通り 862番地 2020年11月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、手芸、イラスト、料理、勉強、動画鑑
賞

社会人になってから字を書く機会が少なくなったため、登録致しま
した。システムエンジニアをしており、日々勉強の毎日です。趣
味のこと、日常の出来事など、些細なことや知らないことをやり取
りできると嬉しいです。 よろしくお願い致します。

優理さん
どさんこ通り 281番地 2020年11月15日まで

女性
30代

漫画、映画鑑賞、カフェ巡り、一人焼肉、北欧インテリア、
コスメ、アロマ、昼寝、お菓子作り

初めまして。優理（ゆり）といいます。 レターセットが好きで、誰
かに手紙を書きたいと思っていたところで文通村を見つけました。
世間話や子育て、趣味の話も出来たら嬉しいです。 2歳の卵、乳
アレルギー持ちのアンパンマン と昆虫が大好きな男の子を育てて
いる専業主婦です（乳はショック歴あり）。よろしくお願いします。

あゆこさん
平城京通り 52番地 2021年2月15日まで

女性
50代

刺繍、パッチワーク、歌うこと、御朱印巡り、ライ
ブ参加

こちらのミスで 1度退会しましたが、やはりお手紙を書いて色々な
ことを知る楽しみが忘れられず再入会致しました。 前のペンネー
ムは「あゆりん」でした。 関西にある お寺に 夫である住職と娘2人
の4人で住んでいます。 同世代の女性の方 お手紙お待ちしており
ます。

よーぐるとさん
ピーナッツ通り 362番地 2021年2月15日まで

女性
20代

100均、雑貨、買い物、イッテQ、Switch、ドライ
ブ、育児、あつ森

旦那と息子と私の実家でのんびり暮らしてます。 動
物、100均が好きです！ 現在、育児休業中なので文通
でのゆったりとしたコミュニケーションを取りたいと思っ
ています！

さやかさん
杜の都通り 137番地 2021年2月15日まで

女性
30代

ドライブ、カフェ、陶器、雑貨屋、家具屋、本屋、パン屋、
廃墟、食べ歩き、シンプル、モノノケ

はじめまして♪夫と息子の3人家族です。 暮らしの中の何気ない出
来事や心惹かれた風景の話し、最近出かけて楽しかった場所、ス
テキなお店などゆるゆると手紙に綴りたいです。色々な地域の方、
様々な年齢の方どうぞ宜しくお願いします♪

ラッシーさん
きびだんご通り 86番地 2020年11月15日まで

女性
20代

プール、メダカの観察、アボカドを育てること、絵を描くこ
と、ドライブ、B'z、インドカレー

仲の良い友達が最近県外に行ってしまうことが決まり、新しい友達
が欲しいなぁと思って文通村を始めました。最近の趣味は、食べた
後のアボカドの種を育てることです。仕事終わりはプールに通って
います。よろしくお願い致します！

おかきさん
相模ハマっ子通り 413番地 2020年11月15日まで

女性
30代

手芸、ボードゲーム、謎解き、マンガ

日々の出来事や趣味の話など、ざっくばらんに話したい
です。 書いた趣味以外にも、関心があることや関心を
持てるものは広いと思います。よろしくお願いします。

くるみんみさん
常陸の国通り 137番地 2020年11月15日まで

女性
60代

絵手紙、読書、旅行、キーホルダー集め

長年、子どもと関わる仕事をしてきて3月で家庭人になりました。
文字を書いたり、夫以外の人との会話も減り、このままでは衰退
するばかり？を阻止したくて、文通を思い立ちました。穏やかに語
りあうように手紙を交換したいです。

かりんさん
とちおとめ通り 102番地 2021年2月15日まで

女性
20代

YouTube鑑賞、旅行、グルメ

初めてのお手紙を頂いてとっても嬉しいです！引き続き、気軽に
お手紙頂けると嬉しいです(* ॑꒳ ॑* )⋆* ディズニー、USJ、沖縄な
どへの旅行が好きで、ひとり旅もします。美味しいものも大好き
です( ¯∀¯ ) 日頃は専らYouTube鑑賞しています。 趣味の合う方な
ど沢山の方々と心のこもった楽しい文通がしたいです！よろしくお
願い致します。
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えりさん
ピーナッツ通り 363番地 2020年11月15日まで

女性
20代

ゲーム実況動画(特にホラー)、お花、自然、歌、
猫、激辛グルメ、もんじゃ焼き

初めまして、えりと申します。 文通初心者です。 一人暮らしで猫
を飼っています。 色んなことに興味はあるのですが、勇気が出ず
無趣味に近いのでみなさんの好きなものの魅力を教えてくださる
とうれしいです。 また、日々の何気ない気付きや発見、驚いたこ
と、嬉しかったこと、辛いことなどお話しできるお友達がほしいな
と思ってます。 よろしくお願いします。

あむさん
琵琶湖通り 54番地 2021年2月15日まで

女性
30代

旅行、マスキングテープ、お菓子作り、レターセッ
ト集め、雑貨屋巡り、散歩

はじめまして。SNS疲れの30代の会社員です。 手紙を通してたく
さんの人と仲良くなりたい！と、思っています。 私の趣味は、国
内外問わず旅行です。 レターセットなど文房具を集めたりするの
も好きです。 気軽に日常のお話などできたらいいなぁー、、と思
います^ ^

しょこりーぬさん
越後通り 101番地 2020年11月15日まで

女性
20代

サンリオ マステ レターセット集め かわいいもの集め 映画 ア
ニメ 読書 交換便

しょこりーぬと申します。 サンリオ マステ集め レターセット集め ヨ
ガ　ジム通い（少し前etc） 元バンギャでヴィジュアル系大好きで
した！ どうぞフレンドリーに仲良くしてほしいなと思いま
すヾ(*･ω･*)ﾉ よろしくお願い致します♪。.:＊・゜♪。.:＊・  ゚女性のみ。

もときさん
もみじ饅頭通り 126番地 2021年2月15日まで

女性
40代

読書、旅行、音楽鑑賞（ピアノとMrs. GREEN
APPLE ）

新しい友だちがほしく、登録しました。 一日パソコンと向かいあう
仕事をしているせいか、帰宅後はアナログな生活が好きです。 今、
楽しいと思うことは朝食作りです。 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。
男女年代問わず、いろいろな人とやりとりできたらと思っています。

はなえみさん
平城京通り 67番地 2020年11月15日まで

女性
50代

手芸（特にレース編み）、お菓子作り、書道、映画鑑賞、
神社仏閣巡り、御朱印、美術館巡り

はじめまして！！字を書くこと、手芸が大好きな主婦です 全国の
皆さんとあたたかい手書きの文字で交流させていただけるなんて
とても素敵だなあ！！と前から気になっており、このたび思い切っ
て入会させていただきました。 年代、男女問わず、楽しくお話さ
せていただきたいです。

ゆうさん
お江戸通り 864番地 2020年11月15日まで

女性
20代

宝塚歌劇団、ミュージカル、舞台観劇、読書、映
画、カメラ、買い物、雑貨、カフェ

好きなものは何でも収集グセがあります。 今は文通村に登録した
のでレターセットを集めています、笑 趣味はミュージカル観劇です。
特に宝塚歌劇が大好きでよく観劇しています！ 文通初心者ですが、
お手紙を通して色々な方とお話しができれば嬉しいです。

めめこさん
彩の国通り 396番地 2020年11月15日まで

女性
30代

ディズニー

初めまして。私は、既婚者です。ディズニーが、大好きです❗ 家
には、ディズニーグッズに溢れています。手紙をかくのは、好きで
す❗学生の頃、文通をしていました。色んな方々と、文通をしたい
です。仕事は、医療関係です。返事は、100%確実です。よろしく
お願いいたします。

アキラさん
彩の国通り 397番地 2020年11月15日まで

男性
20代

読書、映画鑑賞、煙草、ものづくり、万年筆、TVゲーム、
カードゲーム、ボードゲーム、釣り

はじめまして。万年筆が好きな会社員です。既婚者、子供はおり
ません。誰かと手紙を交換したくて入会しました。性別や世代が違っ
ても波長、好みや趣味が合う人がいればいいなと思っています。
色んな方と話してみたいです。よろしくお願いいたします。

ももさん
どんたく通り 209番地 2020年11月15日まで

女性
20代

読書、ドラマ鑑賞、お昼寝、占い、海を見ること、
バレー、温泉

はじめまして。文通ならではの温かさに触れたいと思い
入村しました！ 本や図書館の雰囲気が好きで司書をし
ております。何気ないお話など出来ればと思います。
よろしくお願いします！

うっちーさん
日向の国通り 35番地 2020年11月15日まで

女性
30代

散歩、映画鑑賞、レターセット、チョコレート、パ
ンケーキ、切手集め、文房具、猫

こんにちは。初めまして。うっちーと申します。 毎日、夜眠るとき
地球儀のライトを付けるのが日課です。 猫が大好きです。 パンケー
キを作ることが好きで、メープルシロップをかけて食べてます。
膠原病(全身性エリテマトーデス)という難病を持っています。 文通
しませんか？ どうぞよろしくお願いします。
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ひまわりさん
ピーナッツ通り 364番地 2020年11月15日まで

女性
40代

映画・DVD観賞、カフェ巡り、手芸、ダイエット

はじめまして、文通は高校の頃からやってました。 ここ数年、文
通から遠ざかってましたがまた、お手紙を通して交流がしたいと思
いました。 仕事をしてますので、やり取りはゆっくりになるかと思
いますが宜しくお願い致します。 犬を3匹、夫の趣味で一緒にシュ
リンプやメダカを飼っています。

糸さん
どさんこ通り 282番地 2021年2月15日まで

女性
30代

読書、編み物、手帳、文房具、音楽、ネイル、
ショッピング

昔文通していました。あの感覚が懐かしく、またお手紙を書きたく
なって入会しました。 万年筆の書き味とインクの濃淡、紙の手触
りやペン先の感覚を大切にするようなやり取りがしたいです。 派
手なレターセットもシールもありませんが、内容が大事、な方とぜ
ひ。 Instagramへの発着postはご自由にどうぞ。

青花さん
めんこい通り 46番地 2021年2月15日まで

女性
20代

読書、音楽を聴くこと(主にsexyzone、flumpoolな
ど)、ドライブ

はじめまして。青花と申します！ また文通がしたいと思
い再入村致しました。 趣味のことはもちろん、仕事のこ
と、日常の生活のこと などお話出来たらと思います。よ
ろしくお願い致します！

クッキーさん
お江戸通り 865番地 2020年11月15日まで

女性
20代

クラリネット、ウイスキー、読者、お散歩

はじめまして。東京で生まれ育ったものです。平日は仕
事、土日はアマチュアの吹奏楽団に所属して楽器の練習
をしています(最近はコロナの影響で、仕事以外家にい
ます)。よろしくお願いします。

ミノさん
お江戸通り 867番地 2021年2月15日まで

女性
10代

児童文学、ゲーム、家具・家電用品巡り、漫画、
お笑い

こんにちは！毎日がちょっと特別になりそう、とわくわくしたので入
村しました。日常の何気ない発見やお互いの価値観を伝え合える
と嬉しいです。趣味が同じ方も違う方も、きっかけやどういう所が
好き等ぜひお話を聞かせてほしいです！相手のことを想いながら
手紙を書く時間を大切にしたいと思っています。よろしくお願いしま
す！

悠さん
お江戸通り 868番地 2020年11月15日まで

女性
10代

映画鑑賞、近現代アート、歴史、 ジャズドラム、
スキー

対面でお話しするよりも時間をかけて相手へのメッセー
ジを考えられる手紙の丁寧さが好きです。自分の知って
いる世界がとても限られている気がするので、色々な方
と文通ができれば嬉しいです！

なたいさん
ピーナッツ通り 365番地 2020年11月15日まで

女性
30代

ゲーム、アニメ、読書、消しゴムはんこ、日本刀、
演劇

芸術学科に通っていた事もあり、絵を描いたり物を作るのが好き
です。最近は消しゴムはんこで好きなものを彫って楽しんでいます。
演劇を見たり博物館に行くのも好きでして、特に今は日本刀の魅
力にとりつかれています。 ゲームはやるのも見るのも好きです。
普段出会いない方と色んなお話が出来たらいいなと思っております
のでよろしくお願いいたします。

須川歌子さん
相模ハマっ子通り 68番地 2020年11月15日まで

女性
30代

乗馬、手帳好き、文章を書く、博物館巡り、ドライ
ブ、海岸でたたずみ読書

高校の部活で馬に出会い、仕事でも厩務員をやってきました。今
年に入り体調を崩し、退職。療養中に転倒し、鎖骨を折って手術、
、でも前向きです。昨年ヘルニアで介護犬だった犬を亡くしました。
犬だと散歩などは難しいと初めて猫と暮らすことを選び、里親とな
り生活に彩りが出ました。息子ひとり、5歳来年修学です。湘南に
都内から移り住みずっとここにいたいなと思っています。

てらノテさん
平城京通り 68番地 2020年11月15日まで

女性
10代

ドラマ鑑賞、読書、散歩、ランチ巡り、登山、ボ
ランティア、塗り絵、土いじり

こんにちは(￣▽￣) 文を書くことが大好きな大学生です。文通は初
心者です。でもお手紙、コメントの力は素晴らしいですよね。こ
れほどまでに心がポカポカするものは他にないと思ってます！ 私
のテーマは「交換日記」です。相手になってくれる方、よろしくお
願いします！

ちゃんさん
お江戸通り 869番地 2020年11月15日まで

女性
20代

映画館で映画を見ること、廃墟の写真鑑賞、1人カ
ラオケ、セーラームーン

最近部屋の整理をしたところ昔集めていた便箋を発見し、ふと「文
通したい！」と思い立ちこちらに辿り着きました。 返事がいつくる
かソワソワしながら待ったり、どんな便箋が合うかなとワクワクし
ながら選んだり、そういった時間を共有できればいいなと思ってい
ます。 交換日記ぐらい気軽な気持ちでお手紙頂けると嬉しいです！
よろしくお願いします！
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あさひさん
なにわ通り 409番地 2020年11月15日まで

女性
50代

読書、美術鑑賞、映画鑑賞、純喫茶、ファッション、
ヨガ、旅行、簡単料理

前職はライター、この春アパレルに転職しました。おしゃ
れも好きですが、面白いことが一番好きです。デイリー
ポータルZのような面白ネタも好き。楽しくお話できれ
ば年齢性別不問です。

ゆきこさん
かぼす通り 39番地 2021年2月15日まで

女性
20代

読書、映画、バレー、動物鑑賞、カフェ、御朱印、水族館
巡り、シール集め、ネイル、コスメ

多趣味です☺️いろんな方と気ままにやりとりが出来れ
ばと思い、はじめました！ぜひよろしくお願いします

さくさん
かすていら通り 54番地 2020年11月15日まで

女性
20代

ガーデニング、アニメ（特にラブライブ!が好きです）、読
書、カラオケ、のんびりすること

さくです！ スマホからはなれて、手書きのお手紙でやりとりをし
てみたいと思い登録しました。植物にふれたり、アニメを見たり本
を読んでのんびり過ごすのが好きです。 同じ趣味をもった方、少
しSNSからはなれてみようと思った方など、お気軽にお手紙を送っ
てくれたら嬉しいです。 のんびりゆったりしたやりとりをぜひ一緒
にやってみませんか？どなたからでもお待ちしてます

しゅりさん
なにわ通り 410番地 2020年11月15日まで

女性
20代

読書、EXO、食べること、神社巡り

新卒で訪問看護の世界に飛び込んだ若僧です。EXOとチョコレート
が好きで、楽しみを励みに生きています。幼少期から文字を書くこ
とが好きで、昔していた文通のことをふと思い出し、初めて登録し
てみました。いろいろな方と関われること、とても楽しみです。

時任さん
古都みやび通り 152番地 2020年11月15日まで

男性
20代

映画鑑賞、イラスト、音楽鑑賞、料理、

初めまして！常々浪漫を探している男子です。 歌を歌っており、
作詞もしているため、文字を書くことが好きです。 誰かへ宛てた
ものを書きたいと思ったのですが、そんな文通相手もいるわけも
なく… そんな中探していると「文通村」を見つけました！ 文通、と
ても浪漫を感じます。ポストを開ける楽しみが待ち遠しいです。ぜ
ひよろしくお願いします。

きんぱつおしるこさん
琵琶湖通り 55番地 2020年11月15日まで

女性
20代

漫画、アイドル、カフェ巡り、雑貨屋さん、文房具、
マスキングテープ

このご時世会いたい人にも会えず、なにか人と関わりが欲しいなと
感じ、文通に興味を持ちました！ 漫画やアニメがある程度、かわ
いいものなどが好きですが、趣味関わり無くたわいもないお話が
出来たら嬉しいです！ よろしくお願いします♬︎♡

かおさん
常陸の国通り 138番地 2021年2月15日まで

女性
30代

読書、漫画、美術館・博物館へ行くこと、寺社仏閣巡り、喫
茶店でコーヒー、旅行、観劇、猫と遊ぶ

はじめまして。 学生のときは日本語学を学んでいました。 休みの
日は旅行に行ったりしていました。1人で行動することが多く、友
達が少ないのが悩みです笑 今年30歳になり、仕事も落ち着き、私
もなにか色々な方の話を伺ってみたくなりました。趣味の話なども
できたらいいなあと思います。よろしくお願いします。

こぐまさん
越前通り 28番地 2021年2月15日まで

女性
30代

文房具、切手収集、刺繍、整理整頓

子育て中のワーママです。SNSではなく手紙でのやりとりをしてみ
たいなと思い、入会しました。これまでに集めたマスキングテープ
や使用済切手などを使ってお手紙を出せたらいいなと思っています。
育児のことや日々のこと、気軽にお話できると嬉しいです。よろし
くお願いします。

雲のなかさん
お江戸通り 870番地 2021年2月15日まで

女性
20代

音楽鑑賞、天気・気象、お昼寝、BBQ、川、博物館・美術
館・科学館、ファッション、居酒屋

普段関わらない人と出会ってみたくはじめました。書き切れないほ
ど好きなことがあります！ミュージカル、映画、散歩にハンバー
ガー…ありすぎて紹介しきれないのであなたの好きなものを教え
てください！最近は人生初ジャニーズに興味を持ち、SixTONES
とTravisJapanが気になっています。あと資格の勉強をしてます。
初めての文通、よろしくお願いします！

あやちゃんさん
お江戸通り 871番地 2021年2月15日まで

女性
30代

読書(特にミステリー)、インドア派

年齢、性別問いません。 日頃の些細なことなど何でも
お話したいです。 ミステリー小説のお話が出来る方もい
らっしゃると嬉しいです。 よろしくお願いします。
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鈴ねこさん
もみじ饅頭通り 127番地 2021年2月15日まで

女性
50代

猫、ハンドメイド、和裁、日帰り旅行、動画鑑賞

今年５０代を迎えます。バツイチで子供いません。 趣味は主に手
芸です。今は猫を飼っていますが、生き物が好きです。 日常の徒
然な思いつきや趣味、飼っている生き物の話など、自由な心のや
りとりができると嬉しいです。絵はがき、一筆箋、ミニレターでも
長文でも構いません。お手紙お待ちしております。

はっさくさん
お江戸通り 872番地 2020年11月15日まで

男性
30代

映画鑑賞、将棋、スポーツの結果確認、プログラミング、
電子工作、妻と散策、ご飯を食べること

普段文字を書くことが無くなってしまったので「活字を書く機会を作
りたい！」と思い登録しました。 もともと字が上手くないのもあり
ますが、だんだん書けなくなってきています。 色々な人と文通が
したいなぁと思っています。 よろしくお願いします。

三島さん
うつくしま通り 97番地 2020年11月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、ひとり旅、料理、水族館、動物園、城
巡り、読書、鳥、虫、手ぬぐい集め

洋画や海外ドラマを家でのんびり鑑賞するのが好きです。 最
近のお気に入りは『ハスラーズ』『シンプル・フェイバー』『テル
マ&ルイーズ』です。手ぬぐいを集めるのが好きで、城や城跡を巡
るのも好きです。最近の楽しみは駐輪場のアリジゴクの観察です。
お互いの趣味についてやりとりできれば嬉しいです。

なのさん
ピーナッツ通り 366番地 2020年11月15日まで

女性
20代

スイーツめぐり、映画鑑賞、ゲーム、アニメ、ディ
ズニー

吃音で人とお話することが苦手で、ぐるぐる考えがちです。手紙
でなら交流しやすいかと思い、始めました。 日常の小さな出来事
などやりとり出来たら嬉しいです。 色々な方と文通してみたいで
す。よろしくお願いします。

みずきさん
お江戸通り 873番地 2021年2月15日まで

女性
20代

読書、カメラ、ゲーム、旅行、KATーTUN

初めまして。都内在住の会社員です。 好きなものは動物全般、ゲー
ム(特にポケモン)、読書(十二国記を読み始めました)。 1人でいる
と考えすぎて塞ぎ込んでしまうため、なにか新しいことをとペンを
取った次第です。不慣れではありますが皆さんとお互いの好きな
ことや悩みを共有できると嬉しいです。

かにかまさん
うつくしま通り 98番地 2021年2月15日まで

女性
30代

読書、散歩、マスキングテープ集め、クリアファイル集め、
レターセット集め、家庭菜園手芸

４歳の子どもを育てながら、フルタイムで働いています。
昔から、手紙を書くことが大好き！SNS全盛の今でも、
手書きの文字でほっこりする自分の時間を作りたいと思っ
て入村を決めました。よろしくお願いします。

つくだにさん
六甲通り 293番地 2020年11月15日まで

女性
20代

テレビ（特撮、ドラマ、Eテレ、アニメ）、漫画、
映画

はじめまして！ 幅広い年代の方々と様々なお話がしてみたいと思
い登録しました。 子持ちではありませんが子供向け作品が好きで
す。 同じ趣味の方、まったく違う趣味の方、どなたでも日常の些
細なことから辛いことの愚痴までなんでもやりとりしたいです。 状
況によってはゆっくりペースになってしまうこともあると思うのです
がご理解いただけると助かります。

たぬきさん
ピーナッツ通り 367番地 2020年11月15日まで

女性
30代

文房具、雑貨、手帳、ミュージカル鑑賞、プライ
ムビデオ、100均、アニメ漫画、本屋

年長女子、年少女子、0歳男子を育てています。 育児休暇中です
が今までは夜勤ありフルタイムで働いていました。 文通はやった
ことがないのですが毎日にちょっとした楽しみがほしくチャレンジで
す。 送った内容の返事でなくてもその日の独り言のようなお手紙
でも嬉しいです。年齢性別問わずよろしくお願いいたします。

なかだい　みずほさん
お江戸通り 874番地 2020年11月15日まで

女性
20代

読書、散歩

綺麗なものが好きです。 日々の雑多なことを忘れるために、あな
たの周りの美しいものを教えていただけませんか。星の匂いや木
漏れ日の音など、どんなふうに感じますか。小さな感動を教えてく
ださい。 絵葉書の通信欄ぐらいの短文でやりとりしたいです。

みぅみぅさん
お江戸通り 875番地 2021年2月15日まで

女性
30代

語学、読書、映画・アニメ・海外ドラマ鑑賞、レターセット集
め、ピアノ、カフェ巡り、漫画を読む

初めまして。文通は高校生の頃からしていて、誰かと思いを綴った
手紙を交換するということにすっかりはまってしまい、今に至りま
す。日常のたわいもない話から、深い話まで、いろいろできたら
と思っています。よろしくお願いします。



第257号 2020年8月15日
9　　

みんと星さん
阿波の国通り 11番地 2020年11月15日まで

女性
30代

読書 散歩 手紙 カラオケ 半身浴 アニメ 映画 音楽鑑
賞 レタセ集め

ネットから離れる時間を取り戻したくて再入村しました。 手紙を書
いたり読書をしたり……ゆっくりお風呂に浸かって1人でのんびり
過ごすのが好きです。 お互いの気持ちが癒されるようなやりとり
ができたら嬉しいです。

えみさん
ピーナッツ通り 369番地 2021年2月15日まで

女性
20代

漫画アニメ、ゲーム、映画やドラマ(洋画中心)、料理、観
劇(2.5も観ます)、TRPG、歴史

書くのが好きで文通を始めてみたいと思いました。 趣味に関して
は合う方はもちろん、合わなくてもお互い楽しければ、日常の些
細なことだけのやり取りもしてみたいです。 お返事に時間がかか
る時もあるかもしれませんが、年齢性別問わず、色々なお話を楽
しく出来たらと思います。 よろしくお願いします。

夏香さん
しゃちほこ通り 325番地 2020年11月15日まで

女性
50代

読書（家や自然生活を楽しむ雑誌など）、お遍路、台湾、
調べもの、キャンプ、SixTONES

初めまして。 子どもの手が離れて、これからの生活様式を緩やか
に考えながら、仕事や日常生活を過ごしています。以前に文通を
していたこともあり、書くことが好きです。 今はなかなかお出かけ
は難しいところ。私の知らないあなたの好きなこと、日常のこと…
ぜひ教えてください。なるべく小まめにお返事書きたいと思ってま
す。お便りお待ちしています。

zigzagさん
古都みやび通り 153番地 2020年11月15日まで

女性
30代

羊毛フェルトなどの手芸、 色鉛筆などのイラスト、 ワンダー
フロッグ、 鳥見(初心者)

お試しコースで登録中。 コザクラインコを飼っています。 知識は
まだまだ素人ですが生き物(植物&キノコ含む)好き、自然が好きで
す。 可愛いもの(自分基準です)も好きでこまごました雑貨類やア
クセサリーなども集め気味。 文通は初めてですが、趣味の合いそ
うな方、よろしければお手紙ください。 どうぞよろしくお願いします
(*^^*)

ぽむさん
六甲通り 40番地 2020年11月15日まで

女性
30代

自宅カフェ、猫、箱庭ゲーム、散歩、マスキング
テープ、切手

最近こんなもの食べたとか、可愛いマスク置きを見つけ
たとか、そんな日常の小さな幸せを共有できたらなぁと
思います。年齢・性別・趣味問わず、ロンレタでもミニ
レターでもはがき箋でも♪よろしくお願いします。

ちなさん
うつくしま通り 99番地 2021年2月15日まで

女性
20代

ディズニー、ゲーム、音楽鑑賞、たけいみきさんのグッズ集
め、ポケモン、アニメ、カフェ巡り

こんにちは(*´ω｀*) 可愛いレターセット集めが好きなのですが、
文通をするお相手がいないので登録してみました。お手紙書くの
は大好きなので、気軽に送って貰えると嬉しいです(о´∀`о) 色ん
なお話ができるお友達が出来たら嬉しいです♡ ディズニーやたけ
いみきさん、ゲームも大好きです♬︎ お返事は心を込めて書きま
す♪お手紙お待ちしてます♡


