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第258号

2020年8月31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
20代

ななさん
なにわ通り 175番地

2020年11月30日まで

女性
30代

音楽鑑賞(特に邦ロックや弾き語り)、文房具集め、手帳を書
くこと、カフェ巡り、YouTube
初めまして！ななと申します^^* 少し前に文通村を離れていました
が、再び戻ってきました。 普段は介護の仕事をしています。 これ
からも手書きの温かさ、言葉選びを大切にしながらお手紙を書い
ていきたいです。 文通村では、色んな世代の方とお話して自分の
視野を拡げたい思っています。お互いのペースでゆっくりお話しま
しょう。 よろしくお願いします(*^^*)

女性
30代

まねき猫さん
出雲通り 12番地

2021年2月28日まで

女性
30代

はちみつさん
日向の国通り 34番地

2020年11月30日まで

ピーナッツ通り 167番地

2020年11月30日まで

猫ちゃん浜崎あゆみさん東京に行くこと コスメ
マンガ文房具レタセシール集め

ファッション

初めましてリボンと申します。趣味は猫ちゃん大好きおしゃれ大好
き 浜崎あゆみさんのファンなのであゆちゃん好きな方、どなたか
いましたらうれしいです 家では、猫を２匹飼ってます可愛い物大
好きですとにかくかわいいものと、あゆ、猫が大好きなので失礼
ですが女性限定でお願いします。年齢は問いません☆ちなみに文
字はあまり上手ではないです。全国のふみ友さん待っています

女性
40代

めぐぐさん
茶畑通り 124番地

2020年11月30日まで

文通、マステ集め、シール集め、紙もの

読書、映画、音楽鑑賞、カメラ、旅行、美術館巡り、シー
ル集め、キャラクター、YUKIファン

文通村を通してたのしくやり取りさせていただいています
(=^ェ^=) いろんな方とやり取りしたいと思っています♡
お気軽にお手紙のやりとりをしてください(♡ω♡ ) ~♪

りぼんさん

はじめまして(^-^) シングルマザーです。色々な方と仲良くなれた
ら嬉しいです。文房具やレターセット、シール、マステ、メモ帳な
ど紙もの大好きです。ミッフィー、マイメロディ、キキララ、ドラ
えもんなど好きです。宜しくお願いいたします。

女性
30代

みみこさん
どさんこ通り 284番地

2021年2月28日まで

紙もの、音楽、マンガ、雑貨、ハンドメイド、ドライブ、旅
行、キャラクター、サンリオ、100均

読書、バイオリン、音楽、ゲーム、占い、ペットと
遊ぶこと

2歳の子どもと一緒にバタバタな毎日を過ごしています。可愛いも
のが好きで色んな雑貨(主に紙もの)やハンドメイド品を探すこと、
あとは美味しいもの巡りも好きです。マンガも好きでジャンルを問
わず読んでいます。色んな方とお話してみたいです。よろしくお願
いします(•‿•)

はじめまして！薬剤師を目指しているみみこと申します。10年程前
に鬱になってしまい、友達を多く無くしてしまいましたが、大学に
入り直すことでまた新たな出会いがありました。しかし、今度はコ
ロナ禍でまた多くの人との絆が切れてしまいました。ここではどん
な時でもお互い支え合えるような友達が作れるといいなと思ってい
ます。よろしくお願いします。

女性
50代

ぴーすまいるさん
かすていら通り 55番地

2020年11月30日まで

テレビ鑑賞、音読、気の合う人とのおしゃべり、ボ
ランティア
あわてん坊のくせに、ナマケモノ。典型的なB型です。
こんな私に、気長に文通してくださる方おられますか？
昭和や80年代の話題で話しが合いそうな同年代の女性
の方、希望します。

女性
30代

ゆきぐもさん
なにわ通り 411番地

2021年2月28日まで

音楽鑑賞(洋楽、インスト)、カリンバ、散歩、絵を見るこ
と(古典美術、現代アート、イラスト)
はじめまして。様々な年代、地域、性別の方とお話しをしてみた
いなと思っていたところ、文通村を見つけました。同じ趣味の話は
もちろん、今まで触れたことのない趣味の世界の話にも興味があ
るので、同じ趣味の方もそうでない方も、気軽にまったりとやり取
りできたら嬉しいです。趣味の話だけでなく、日常のよしなし事な
どもお話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。
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女性
20代

2020年8月31日

紫さん
お江戸通り 876番地

2020年11月30日まで

女性
40代

読書（小説、哲学、世界史。漫画も読みます）、
美術館・博物館・植物園に行く
昔は数人と文通していましたが、転居などで縁が切れてしまいまし
た。 暫く仕事ばかりしていましたが、当時の楽しさを懐かしく思い
出し、また手紙のやりとりができるような方が見付かれば・・・と、
書き込みました。 私は字が綺麗ではなく、素敵なレターセットを常
に使えるわけではないですが、失礼にならない程度のものを必ず
お送りいたします。

女性
30代

いちごさん
日向の国通り 36番地

2021年2月28日まで

女性
30代

なつかさん
お江戸通り 877番地

2020年11月30日まで

六甲通り 295番地

2020年11月30日まで

音楽鑑賞、散歩、お菓子作り、たまにカフェ
調理家電にとうとう手を出してしまいました。これから駄目になっ
ていく自分になるのか？はたまた家電さまに助けて頂いて成長出
来るのか？そういったところを見守って頂けると良いなぁ。どうぞ
よろしくお願いいたします。

女性
40代

読書、カラオケ、カフェ巡り、料理
いちご農家をしています。結婚してから夫がしているいちご農家を
一緒にして、9年目になります。今はまっていることは、マンガの
キングダムを読んでいます。おもしろい‼映画のキングダムをみ
てから気になりマンガを読んでいます。料理も季節のおいしい食
べ方などあれば教えて下さい。

しろこ。さん

冬の朝焼けさん
彩の国通り 399番地

2020年11月30日まで

読書、自己流ピアノ、プレバト、スリルなテレビ、散歩、歌
うこと、動物、空を眺める、のんびり
心が骨折していますが文字を書くことや芸術方面は大好きです。あ
りのまま、文通でホッコリしましょう。静かな時間を自然の声を聴
きながらマイペースに過ごすのが好きです。自分という世界にひと
りしかいないかけがえのない存在が大好きです。未婚でプロテス
タントのクリスチャンです。どなたかのお目に留まれば幸いです。
（旧ペンネーム：たんぽぽのわたげ）

女性
40代

こむぎさん
どんたく通り 211番地

2021年2月28日まで

植物、さんぽ、映画、漫画、アニメ、読書、落語、
ラジオ、ゲーム、散歩、郷土玩具

お散歩、カフェ巡り、温泉、ちょこっと飲み、猫、
読書

ネットやSNS、LINE以外でのコミュニケーションがしたいなーと思
い、子どもの頃していた文通を思い出してたどりつきました。文房
具や便箋も好きで、手紙を書いたり読んだりを楽しみたいです。
私は在宅仕事をしている子なし主婦ですが、趣味年齢を問わず、
いろいろな方と日常の何気ない出来事などを、ゆるくやりとりがで
きたらいいなと思っています！

はじめまして！ゆっくり手紙書いたり届いた手紙を読んだり、
日々慌ただしく過ぎていく中でほっとできたり力を貰えたらいいな
と思ってます。私は夫と猫と暮らしてて平日はフルで働いてます。
女性のみで年齢などは問わず、日々のことなどいろいろお話しで
きたらうれしいです。

女性
50代

みーさん
相模ハマっ子通り 415番地

2020年11月30日まで

女性
40代

映画鑑賞、音楽鑑賞、散歩

おーとさん
しゃちほこ通り 326番地

火の国通り 46番地

2021年2月28日まで

読書、料理、書道、自転車、キャンプ、放送大学、
読み聞かせ

友達が欲しいと言うのと手紙のやり取りしたくて。よろ
しくお願いします。

女性
30代

ななみさん

2020年11月30日まで

映画、アニメ、舞台、ミュージカル、美術館、本屋、喫茶
店、美味しいものを食べること、旅行
はじめまして。一人暮らしアラサーの文通初心者です。日々の楽
しかったこととか語りたいことを文章にしてふらっと手紙でやり取り
できたら素敵だなと思っています。挨拶などの形式を気にせず気
楽にお手紙を送り合いたいです。

昨年、書道を習い始め、字を書くことが楽しくなってきて、文通を
してみたいと思い登録しました。 フルタイムで働いており、既婚
です。息子が一人います。 基本インドアで食べることが好きなの
で、運動不足解消のためロードバイクを購入しましたが、まだほと
んど乗ってません…。 よろしくお願いします。

女性
20代

あきらさん
お江戸通り 878番地

2020年11月30日まで

洋服、旅行、トレーニング、お菓子作り
職場と家の往復で1日が終わってしまう毎日に嫌気がさ
していた頃、この文通村を知りました。実生活で出会う
機会のない方々と文通を通して出会えられたら良いなと
思っています。 よろしくお願いします。
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女性
30代

2020年8月31日

えるさん
かぼす通り 40番地

2020年11月30日まで

女性
20代

音楽鑑賞、海外ドラマ、雑貨、物件ファン、動物、
廃墟、街並み
犬子2匹います☆１０代の頃、文通が大好きだった事を
思い出して(ワクワク)登録しました。いろんな方と、楽し
くのんびり やりとりできたら嬉しいです。お手紙届く
のを楽しみにしています！宜しくお願いします☆

女性
30代

あにりんさん
ピーナッツ通り 370番地

2020年11月30日まで

女性
10代

2ndれいんぼーさん
お江戸通り 879番地

2020年11月30日まで

女性
40代

きいろさん
かぼす通り 41番地

2021年2月28日まで

女性
40代

女性
40代

いちかさん
上州三山通り 86番地

2020年11月30日まで

読書（主にラノベ）、手芸、ぬりえ
かわいいものが大好きです。子供がいないかわりに、
ぬいぐるみがたくさんいます。

スイートオレンジさん
相模ハマっ子通り 416番地

2020年11月30日まで

読書、ハーバリウム
読書、ハーバリウム、アロマが趣味の専業主婦です。夫と中学3年
生の娘との3人家族です。ごく平凡な家庭です。 最近、14歳の娘
を見ていて、子育ての難しさを感じています。又、ベランダでお
花や野菜を育てることに夢中になっています。楽しいことが大好き
です。 宜しくお願い致します。

女性
20代

ゆいさん
なにわ通り 412番地

2020年11月30日まで

音楽（aikoジャンキーです）、ミッフィー 、絵本、フィルム
カメラ、散歩、喫茶店、無印良品
はじめまして。職業柄、可愛いキャラクターものや絵本が大好きで
す＾＾ 特にミッフィーが好きで、ミッフィーを見つけるとついつ
い集めたくなってしまいます♪ 手紙を書くのが大好きなので、こち
らで同じような趣味の方とたくさんやりとりできると思うと嬉しい
です、よろしくお願いします◎

女性
30代

映画鑑賞、読書、音楽鑑賞、野菜作り、旅行、ダ
イエット 野菜ソムリエ
はじめまして。有機農業で自給自足を目指して移住しま
した。 手作りの暮らしが好きな方とお友達になりたいで
す。 また、ダイエットも頑張ろうと思っていて、励まし
合えたり出来たら嬉しいです。

2020年11月30日まで

はじめまして、さっちゃんと申します。様々な方と交流
を図りたいと思い、こちらにたどり着きました。 社会
人2年目です。 どのような内容でも構いません。あなた
の世界や知識、日常を教えてください♪

読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、美術鑑賞、コーヒー、
ボランティア。
はじめまして！2ndれいんぼー・19歳・大学生です。人とつながれ
ることは素敵だなと思い入村しました。 毎日の水分補給は主にコー
ヒーです。 年齢・性別関係なく何でも話して頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします！

しゃちほこ通り 327番地

カフェ巡り、オーディション番組鑑賞、散歩、筋トレ、レジ
ンピアス作り、化粧品、ファッション、

かぎ針編み、映画、アニメ(ヴァイオレットエヴァーガーデン)、
ゲーム(どうぶつの森、アプリ)

文通初心者。編み物が好きで毎日少しずつ編むのが楽
しみです。のんびりやりとりできたらと思っています。
女性、きちんとした便箋でやりとりしていただける方。
お願いします。

さっちゃんさん

はちこさん
お江戸通り 880番地

2020年11月30日まで

映画・アニメ鑑賞、着物、TRPG、ボードゲーム、食べるこ
と、喫茶店、ディズニー、ドール
初めまして。文通初心者です。 趣味が合う方など色々な方と交流
をして新しい友達が欲しいなぁと思い登録しました。お手紙を通し
てまったり交流できたらうれしいです。 最近、初めてキャストドー
ルをお迎えしました。 ブラックタンのポメラニアンと暮らしてます。

女性
40代

でんこさん
相模ハマっ子通り 417番地

2021年2月28日まで

雑貨文房具店巡り、カフェ、紙もの、ハンドメイド、
ファッション、レトロ
手紙を書くのが好きで小学生の頃、文通をしていました。
またふと文通を始めたいと思いました。年少男児育児中
です。色々お話しましょう♪よろしくお願いいたします～。
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女性
20代

2020年8月31日

るきさん
お江戸通り 881番地

2021年2月28日まで

女性
20代

まりーさん
彩の国通り 400番地

2020年11月30日まで

料理、ゲーム、漫画、園芸、読書、ボールペン字、
部屋の片付け、お絵かき、つまみ細工

絵を描くこと、洋館・寺社仏閣・城など建築巡り、美術館・博
物館巡り、読書、古本屋巡り、音楽

文章が書けるようになりたい、いろんな地域・世代の方との交流が
したいと思い登録しました。５年ほど会社で働いていましたが、身
体を壊して退職。いまは主人の実家のお手伝いをしつつ療養中で
す。お腹が弱いので、消化に良い料理を日々探求しています。面
白い文章が書けなくて恐縮ですが、長文でもお葉書でも、身近に
あった出来事や日々考えていることを聞かせてくださると嬉しいで
す。

はじめまして。手紙が大好きで、文通を通じていろいろな方とお
話をしてみたいと思い入会しました。歴史に関する建築や遺跡、博
物館巡りが好きで、最近は洋館巡りにはまっています。絵を描くこ
とや本を読むことも好きです。ジャンル問わず様々な好きなことに
ついてお話できるとうれしいです。よろしくお願いいたします。

女性
30代

つばきさん
上州三山通り 87番地

2020年11月30日まで

女性
20代

読書、ゲーム、アイドル、登山

じろう5さん
相模ハマっ子通り 418番地

2021年8月31日まで

女性
40代

ともたかさん
2020年11月30日まで

日本各地の料理、お祭り、方言など興味があります。
能や神楽なども、詳しくはありませんが興味があります。
その地域のちょっとした事を教えて頂けたら嬉しいです。
あと、くまモンが大好きです。

ゆうゆうさん
お江戸通り 883番地

伊勢通り 79番地

2020年11月30日まで

こんにちは、私はいろんな事に、興味があり、趣味のところにもた
くさん書きました。でも、なんでも熱心なことを語る人は、大好き
です。いろんな事、普段の事、いろいろお話ししていきたいです。
よろしくお願いします。

女性
30代

読書、散歩、音楽鑑賞、郷土料理、和食、方言、
能、

女性
20代

うさうささん
音楽鑑賞、ライブ、イベント、映画、ドラマ

歳をとりました。10代から20代の若い元気な若い男性との交流を
望みます。在りし日の自分を思い出したい。連れ合いは他界して
時が過ぎ、忌憚なく話をしたりできる若い相手に出会って見たい。
そのような相手が存在するだろうか？

お江戸通り 882番地

2020年11月30日まで

文房具が好きなのに使う機会が無かった為、入会しました。アル
バイトと家事を頑張りながら、夫婦2人で暮らしています。動物が
好きで、ハムスターを飼ったことがあります(キンクマ2匹、ロボ3
匹)。レジンは最近触れていません…やりたい…。皆様と文通がで
きたら嬉しいです！よろしくお願いします♪

音楽鑑賞、写真、旅、食べること

女性
50代

彩の国通り 401番地

あつ森、ポケモン、スプラ2、文房具、万年筆、
筆記具、小物作り、動物との戯れ。

初めまして。つばきと申します。 筆まめではないのですが日常の
些細なことなど話ができる友人ができたらいいなと思い、申し込み
ました。 バツイチで現在はお付き合いしている人がいます。 どう
ぞよろしくお願い致します。

男性
70代

しょこまるさん

2021年2月28日まで

読書、音楽（フォークソングを中心とした邦楽）、
ドラマ（コメディ、探偵・刑事もの）
はじめまして、学生をしていますゆうゆうと申します。 無類の本好
きで、基本的にジャンル問わず読んでいますが、特に好きなのは
探偵もの（ハードボイルドやユーモアミステリよりのもの）です。
本格ミステリでは有栖川有栖さんの作品をよく読みます。 皆さ
んの好きな本の話や何気ない日常の話を伺い、お話が出来たらと
思います。

きこさん
どんたく通り 213番地

2020年11月30日まで

散歩、筋トレ、旅行、Mr.Children、 サザン、JUDY AND
MARY
はじめまして、きこと申します。 手紙を書くのがすきなのと、自分
の世界を広げたいと思い、こちらに登録しました。 趣味のもの以
外に、アロマやお茶やフラ、ハワイ島がすきです。イラストも少し
描いてます。どうぞよろしくお願いします！

女性
20代

ももこさん
ピーナッツ通り 371番地

2020年11月30日まで

文房具（マスキングテープ、レターセット）、書道、手帳、
お笑い鑑賞、ピアス、ハンドメイド
こんにちは。ももこと申します。 昔からお手紙を書くのが好きでし
た。趣味で集めたレターセットの使い道を考え、文通をはじめてみ
ようと思いました！ 手書きの文字を通して、色々な方と気軽に交
流できればうれしいです。 よろしくお願いします！
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女性
20代

2020年8月31日

ハマさん
なにわ通り 413番地

2021年2月28日まで

女性
40代

読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、散歩、カメラ、料理、
アニメや漫画など
はじめまして。コロナでなかなか外出ができないため、
お手紙を通じて色々な方とお話してみたいと思いました。
趣味や日々の何気ないことなどゆるーくやりとりできれ
ばと思っております。よろしくお願いします。

女性
20代

藤子さん
六甲通り 296番地

2020年11月30日まで

みどりさん
お江戸通り 884番地

2020年11月30日まで

筋トレ、栄養バランスを考えること、美術館巡り、読書、映
画鑑賞（洋画）、旅行、万年筆
東京生まれの東京育ちです。コロナ禍で自宅勤務になり、海外出
張が無くなってむしろ落ち着いた生活を送るようになりました。自
宅では毎日トレーニングをし、健康的な食事を心掛けています。
毎週美術館に行っています。情報交換ができたら嬉しいです。宜
しくお願い致します。

女性
30代

ひはるさん
お江戸通り 885番地

2021年2月28日まで

登山、写真、旅行、映画、手芸、読書、和小物集
め、音楽、喫茶店巡り

ゲーム、アニメ、着物、ライトノベル、文房具、ドー
ル、レターセット集め

はじめまして。文通を始めたいなと思い、こちらに登録させていた
だきました。 田舎でのんびり暮らしながら、休日は趣味に没頭す
る日々を過ごしています。旅行や登山したりと外に出ることも、家
で過ごすことも好きです。 最近はおいしい紅茶探しがマイブーム
です。 日々のことなどお手紙を通して楽しくやりとり出来たらと思
います。 どうぞよろしくお願いいたします。

レターセットで誰かにお手紙を書きたいのと、SNSとは違う新しい
お友達が欲しく登録させて頂きました。最近はインクやメイクに興
味があります。 好きなことや楽しいこと、いろいろと話せたら嬉し
いです。ポストカード、一筆箋での交換も楽しそうとおもってます。
どうぞ宜しくお願いします。

女性
40代

ニベアさん
とちおとめ通り 103番地

2021年2月28日まで

女性
50代

女性
30代

蛍さん
相模ハマっ子通り 420番地

2021年2月28日まで

女性
40代

彩さん
常陸の国通り 26番地

2020年11月30日まで

イラスト書き（切り絵も）レターセット集め、ゲー
ムなど
体調不良で退会しましたが、体調が良くなったため再入会させて頂
きました。 趣味のこと、日常のことなど、何でも色々お話しましょ
う。 ハリネズミを飼っているので、ペットの話などもokです。よろ
しくお願い致します。

2020年11月30日まで

はじめまして。伝筆を習ってから、ハガキを書いてみたいけど、お
付き合いが少なくて書ける人がいない…と思ってたら、文通村を見
つけました。「伝筆ハガキを受け取ってもいいよ〜」という方、ご
連絡ください。短い文面の軽いやりとりで良ければ、お付き合いく
ださい。よろしくお願いします。

女性
40代

読書、ドラマや映画を観ること、お菓子作り
かわいい便箋を見つけるとついつい買ってしまい、部屋
の一角にレターセットの山ができあがり…

さるぼぼ通り 78番地

神社仏閣参拝、スピリチュアル、読書、伝筆

ボールペン収集、リップクリーム収集、韓国ドラマ鑑賞 KPOP音楽、韓国コスメ、紅茶
初めまして、ニベアです！今は韓国にとても興味があり、色々な
ことが落ち着いたら韓国へ行ってみたいです(^ ^) 元々は、K-POP
にハマり、そこから韓国コスメ、ドラマとハマってしまいとにかく1
日中韓国の事ばかり考えています(笑) 他には、書きやすいボール
ペンを集めたり、リップクリームを集めたりしています♬ どうぞよ
ろしくお願いします(^ ^)

とものすけさん

しゃんさん
相模ハマっ子通り 421番地

2021年2月28日まで

映画鑑賞、カラオケ、海外ドラマ、どうぶつの森、
文房具、手帳
はじめまして。 ほぼ日手帳を最近書くようになってから、誰かにお
手紙書きたくなって登録しました。 筆マメな方ではありませんが、
楽しくお話できたらなーと思います。 １歳のティーカッププードル
を溺愛していて、ワンコのためにパートをしています。 中2、小6
の子持ち。洋画が大好きでHuluでよく観ます。

女性
20代

レイにゃさん
しゃちほこ通り 328番地

2020年11月30日まで

読書、喫茶巡り、アニメ、漫画、ゲーム、動画鑑賞、絵を
描く、寝ること…、音楽全般、楽器
はじめまして、レイにゃです。 Ｗワークに明け暮れている23歳、
勿論独身です。← 人見知りを発揮していてなかなか自分を出せな
いおかげで友人と呼べる友人はいませんが、文通なら…と思い始
めてみました！ 字はまったく上手くもなければ口下手なので上手い
ことなど到底言えませんが、色んな話がしたいです。 良かったら
お手紙よろしくお願いします！
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第258号
女性
20代

2020年8月31日

すももさん
さがん通り 30番地

2020年11月30日まで

女性
20代

ホラーもの、YouTube、筋トレ、空鑑賞、ジブリ、
犬夜叉、文房具、紙モノ
忙しなく過ぎる日々の中に楽しみを見つけたくて始めました！文通
は小学生の頃から好きでしたが、携帯を持つようになってからは、
文通をする事もなくなり､､ 自分の思いや感じている事を気軽に話
し合える相手に出会えればと思っています。文通を通して心温かく
なる時間を過ごしたいです( ´` )

女性
20代

朝さん
相模ハマっ子通り 422番地

2020年11月30日まで

女性
20代

杏子さん
相模ハマっ子通り 424番地

2020年11月30日まで

女性
20代

山吹さん
ピーナッツ通り 372番地

2021年2月28日まで

女性
40代

女性
40代

ぱんださん
お江戸通り 886番地

2020年11月30日まで

映画鑑賞、ウクレレ演奏
趣味は読書！と書けるとカッコいいと憧れながら、２時間で一気に
視覚聴覚で楽しめる点から、映画が好きです。「死ぬまでにした
い10のこと」「あやしい彼女」「パラサイト」「グレイテストショーマ
ン」「ぼくは明日、昨日のきみとデートする」。それぞれ、良かっ
たところがあります。近々、観たい映画があるので、それが紹介
できることを期待しています。

とまこさん
相模ハマっ子通り 423番地

2021年2月28日まで

スクラッチアート、韓国ドラマ、K-pop、韓国語、
犬との触れ合い
夫婦とワンコ11歳で暮らす主婦です。今はヘルニアで歩けなくなっ
た車椅子ワンコですが、元気に珍道中！猫カフェに通うほど猫も大
好きです。 韓流ファンで、特にスーパージュニアを応援してま
す。現代物の韓国ドラマが好きです。スクラッチアートが日々の日
課。皆さんの日々をお知らせくださいね。

女性
30代

クレヨンりっちゃんさん
杜の都通り 104番地

2021年2月28日まで

文通、文房具集め、shopping、ネットTV、ハンド
メイド
余裕ができましたので、再入村させていただきました。
どうぞよろしくお願いします。文通歴は10年以上になり
ます。レタセ、マステ、ペンが大好きで収集グセがあり
ます。気軽に様々な話ができたら嬉しいです。

女性
20代

ピノさん
なにわ通り 415番地

2021年2月28日まで

旅行、映画、読書、音楽、サンボマスター、遊園
地

買い物、コスメ、映画・ドラマ鑑賞(ホラー以外)、読書、旅
行、釣り、Switch、着物
はじめまして。昔から集めていたレターセットや切手を使おうと思
い、この度文通村を始めました。多趣味ですが飽き性のためあま
り長続きしません。大好きな夫と猫とのんびり暮らしています。セ
ミや魚など自発的に動くものが苦手です。最近は語学学習(英語、
中国語、韓国語)に興味があります。NetflixとAmazon primeはよ
く観ています。よろしくお願いいたします。

2020年11月30日まで

お手紙を書くのが大好きです。趣味や日常の他愛のない
出来事について気ままにお手紙のやり取りをしたいです！
よろしくお願いします！

動物飼育、観察、ゲーム (fgo、あつ森、スプラ2等)、コス
メ、水泳、写真撮影、文房具
手書きをする機会と、可愛いレターセットを買って使う機会がほし
く入会しました！文通自体が初めてなので、ドキドキしています。
多趣味な方で知識は浅いと思いますが、共通の趣味をお持ちの方
と楽しくお話しできたら嬉しいです。

彩の国通り 402番地

読書、料理、吹奏楽、心理学、漫画･アニメ、一
人旅

映画鑑賞、異国料理、インドカレー作り、楽器、k-pop、お
酒、絵を描く、漫画を読む

文通から始まる友人というものに憧れて始めました。暇
を持て余すしがない大学生ですが、趣味は豊富なので
話題には尽きないと思います。のんびり楽しく文通しま
しょう。ワクワク！

ゆらさん

はじめまして。手書きの文字や文章が好きで、文通をはじめまし
た。読書やパン作りと、家でのんびり過ごすのが好きです。旅行
や音楽ライブに行ったりと、外で遊ぶのも好きです。どんなことで
も気軽にお話できたら嬉しいです。

男性
20代

たくやさん
相模ハマっ子通り 425番地

2020年11月30日まで

読書、喫茶店巡り、散歩、ラジオ、深夜アニメ
時間をかけて言葉にする機会が欲しくて、はじめました。文通にし
たのは、ピーナッツでチャーリー・ブラウンがやっているのを見てい
いなと思ったからです。手紙を書くのは子供のころ以来で少し不安
ですが、どうなるかワクワクしています。いろいろな方といろいろ
な話題で文通できたら嬉しいです！よろしくお願いします。
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第258号
女性
20代

2020年8月31日

いずみさん
どさんこ通り 286番地

2020年11月30日まで

女性
30代

音楽鑑賞(邦ロック、KPOP)、ラジオを聴くこと
可愛いレターセットをお店で見つけるたびに誰かにお手紙だしたい
な…でも誰にだそう？ となってる時に文通村を発見しました。 文
通をするのは久しぶりなのでとてもわくわくです！！私自身マイペー
スなのでお互い自分のペースでゆる〜く楽しくやりとりできればと
思います(^^)

男性
20代

だっちさん
どんたく通り 214番地

2021年2月28日まで

女性
20代

ゆうさん
茶畑通り 169番地

2021年2月28日まで

女性
20代

梅のおむすびさん
六甲通り 298番地

2020年11月30日まで

女性
20代

女性
30代

ゆかこさん
相模ハマっ子通り 426番地

2020年11月30日まで

懸賞、カフェでのんびり過ごす、スコーン、アイス、
京都に行く、ジャニーズ
始めまして、31歳のゆかこと申します。昨年末に結婚し現在夫婦
二人暮らしです。コロナ禍で人と会うのが難しい中、SNSではなく
手紙で人と繋がってみたいと思い入会しました。文通初心者です！
ポストを見るワクワク感含め楽しく文通できたら嬉しいです。10代〜
30代前半の女性の皆さま、お待ちしております(^^)

オメガドライブさん
信玄通り 29番地

2020年11月30日まで

ウクレレ、ピアノ、愛犬と遊ぶこと、ぐっすり寝る
こと
社会人1年目です。目新しいことが好きなので、文通村
の存在を知り、迷いなく入村しました。 愛犬は黄色くて
小さな子と白いふわふわな子のツインズです。相当可愛
いです。

女性
40代

まっきーさん
かぼす通り 42番地

2020年11月30日まで

読書、ドライブ、雑貨屋さん巡り
はじめまして。10代～20代の頃、手紙を書くことが楽し
くて、友達と手紙のやり取りをしていました。その頃を
思い出して登録しました。いろんな方と楽しくやり取り
できたら嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
40代

料理、ドライブ、読書、アニメ鑑賞、ひとり旅、
電車旅
最近代書屋さんを題材にした本を読み、 無性にお手紙を書きたく
なり始めました。 本や映画、アニメ等を通して、自分の知らなかっ
た言葉を知ることが好きです。 同じように、顔も名前も分からな
い同士ですが、日々の生活や喜びを知れたら自分の心も豊かにな
る様な気がします。 素敵な文通ができることを楽しみにしていま
す。 よろしくお願い致します。

2020年11月30日まで

占いはしてもらうのではなく、するほうです★筆マメさ
んも歓迎。可愛い雑貨や綺麗な景色、写真、好きです
が、紙もの関係は詳しくないです。お互いのペースを理
解して、楽しくやり取りを出来る方募集します。

漫画、ゲーム、アニメ、読書、ハンドメイド、紙
モノ、布、イラスト、邦楽
趣味のお話や日々の些細なこと、何でも書いていただけましたら
幸いです。 ゲームはポケモン、スプラ、あつ森、読書はミステリー
中心に、漫画は色々読みます。アニメはその時やっているものを、
音楽はずとまよフレデリックBUMPなど色々なことに興味がありま
す。 若輩者ではありますが、よろしくお願いいたします。

どさんこ通り 287番地

旅行、スピリチュアル、カフェ巡り、食べ歩き、犬、
ピアノ

料理、カラオケ、音楽、尺八、落語、読書、絵本、
ガチャガチャ、ドールハウス
友達の誕生日に手紙を書いてみて手紙の良さを知り、いろんな人
と文通してみたいと思いました。 毎日音楽を聴きながら自炊をして
います。休日はカラオケか本屋にいます。 日々の出来事な
どhappyな話がしたいです。 気軽に文通しましょう。よろしくお願
いします。

桃さん

あんずさん
六甲通り 299番地

2021年2月28日まで

読書、カラオケ、２時間サスペンス、食べ歩き、
旅行、ウォーキング
40代パート主婦です。 ２時間サスペンスが大好きです。 学生時
代の楽しかった文通を思い出して、今回思い切って入会しました。
お互いのペースで楽しくやりとりできたらいいなと思います。よろ
しくお願いいたします！

女性
30代

ゆーみんさん
めんこい通り 65番地

2021年2月28日まで

磯遊び、水族館・動物園巡り、音楽、ライブ、ゲーム、漫画、
アニメ、特撮、お絵かき、カメラ
生き物好きで、特撮好きです。魚やトカゲ、デグーなど、いろい
ろな生き物と暮らしています。 音楽はV系が好きで、ガゼット
やBUCK-TICKのライブに通っています。 海が好きすぎて海の近く
に暮らしています。 多趣味なので、いろいろなお話ができたら嬉
しいです。
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第258号
女性
50代

2020年8月31日

めがねんさん
お江戸通り 887番地

2020年11月30日まで

女性
60代

女性
30代

まるいさん
もみじ饅頭通り 128番地

2020年11月30日まで

女性
50代

まことさん
2020年11月30日まで

はじめまして。全国のたくさんの方とお手紙を交換する
なんて素敵……！！とわくわくして入村しました。老若
男女問わず、様々な方とお手紙をやりとりして仲良くな
れたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

ヤドカリさん
彩の国通り 403番地

うつくしま通り 100番地

2020年11月30日まで

はじめまして。haruです。「50歳という記念すべき年に何かした
い！」と思い参加しました。好きな音楽を聴きながら、毎日を過ご
しています。朝ドラ「エール」を観て、文通の素敵さを改めて知り、
忙しないつながりではなく、ゆったりとしたつながりを全国の皆さ
んと持てたら… 皆さんの日々のことを、私の日々のことをぜひぜ
ひお話しませんか？ よろしくお願いします。

女性
20代

読書、塗り絵、コスメ、合唱、書写、ウクレレ、
漫画、アニメ、ゲーム

女性
20代

haruさん
音楽を聴くこと。DEEN,BUMP,SHE'S,ナオトインティライミ。
手芸、雑貨集め

文房具が好きで、楽しいことしたいな、と思い登録しま
した。 文章にも字にも自信がないですが、ゆっくりと毎
日のことや好きなことなど気軽にやりとりできたら嬉し
いです。

相模ハマっ子通り 428番地

2020年11月30日まで

7月いっぱいで退職しました。好きなことばかりできると楽しみにし
ていたのですが、お稽古は新型コロナウィルスのためにずっとお休
みです。犬のお散歩も暑すぎて長くできず、家でピアノを弾いた
り、万年筆で落書きをしたりして過ごしています。 澄香は、むか～
しなんとなく遊びでつけていただいた市民講座のペン字でのお名
前です。 よろしくお願いいたします。

読書、文房具集め

女性
10代

相模ハマっ子通り 427番地

ピアノ、ペン習字、イコン描画、犬の散歩

読書、語学学習、自転車、パソコン、韓ドラ、ドキュメンタ
リー番組、ジョギング、ITガジェット
2020年春に50代後半で予期せぬ早期退職。急に生活が変わり、
今は暗中模索中です。趣味も最近は手つかずで、家族や友人とも
ちゃんと時間を過ごしてこなかったことも反省しています。大学生
の息子たちも主人もそれぞれ忙しそうで。知らない世界の人の日
常や普段お考えのことを伺うことでヒントにしていきたいと思いま
す。大阪出身ですが、関東や海外を転々としました。

澄香（ちょうこう）さん

2020年11月30日まで

天良さん
六甲通り 301番地

2020年11月30日まで

旅行、寺巡、神社巡、漫画、アニメ、ゲーム、ボー
ドゲーム、YouTube、鬼滅の刃
こんにちは。 文通初心者です。 趣味は旅行と漫画を読むことです。
アニメも観ます。 字も上手くなく文の才もありませんが丁寧に書か
せていただきます。成長していきたいです。よろしくお願いします。

女性
20代

凪さん
お江戸通り 888番地

2021年2月28日まで

ヨガ、韓流ドラマ、映画鑑賞、旅行、英語、読書、
散歩

読書、映画鑑賞、国内旅行、神社仏閣巡り、城巡
り、紅茶、歴史

社会人３年目公務員です。普段関わっていない、知らない人と
ゆるく交流したいと思って登録しました。 人と共感し合うことが
好きなので映画などを見ると感動してノートに言葉を書き留め、身
内に話すなどしています。物事を深く味わうことや日々の小さなユー
モアを栄養剤にして生きています。いろいろなこと、語り合いたい
です。よろしくお願いします。

初めまして。二十代社会人です。小学生の頃に文通にハマり、文
通歴は十年以上になります。 何気ない日常の出来事、趣味や好き
なもの等についてお話出来れば嬉しいです。 文通を通して、
様々な方の価値観に触れることが出来ることを楽しみにしています。
どうぞよろしくお願いします。

女性
30代

えりさん
六甲通り 302番地

2020年11月30日まで

登山、温泉、サウナ、アクアリウム、石ころ拾い、
読書、紅茶、散歩など
中学生の時にしていた文通を懐かしく思い入会しました。 日々の
ちょっとした嬉しかったこと、趣味のお話などゆるりとしていけたら
いいなと考えています。短くても長くても、絵手紙でも気取らずに
やりとりしたいです。よろしくお願いします。

女性
20代

さぁこさん
どんたく通り 215番地

2020年11月30日まで

旅行、読書、食べること、寝ること
文通初心者です。好きなもの、広く浅くですがたくさんあります。
きいろいゾウ、銀河鉄道の夜、宝石の国、星の王子さま、天体、
鉱物、語学、YouTube、ラジオ、坂本真綾さん、水溜りボンド。
みなさまの好きなものや日常のお話がききたいです。個人的に字
の練習もしたいと思っておりますので、お見苦しい事もあるかと思
いますがよろしくお願いします。
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女性
40代

2020年8月31日

鈴音さん
かぼす通り 43番地

2021年2月28日まで

女性
50代

読書、音楽、鬼滅の刃、ハリネズミ、ゆるく筋トレ、
フランス、サックス
仕事と子育て、家事に追われがちな毎日にですが、最近手紙のや
り取りをしてみたくなりました。 すぐにお返事できないこともある
かもしれませんし、文章もあまり得意ではありませんが、日々の
ことや興味のあることなどお話しできたらいいなと思っています。
よろしければお手紙やりとりしてください。

男性
50代

コロ助の父さん
かすていら通り 56番地

2021年2月28日まで

万年筆、自転車

こころさん
お江戸通り 889番地

火の国通り 47番地

2021年2月28日まで

手芸、カメラ、トレッキング、散歩、ウクレレ、旅
行、読書
こんにちは！ 子育てが終わり‥子どもたちも自立して‥時間の余
裕もできたので手紙は昔から好きで（文章は下手、何の取り柄も
なく） 今まで手紙から遠ざかっていたのですが‥知らない方とも手
紙を通してゆっくりあせらず会話できたらと思ってます！ 宜しくお
願いします！

女性
50代

あんずさん
なにわ通り 416番地

2020年11月30日まで

読書、雑貨、図書館、神社巡り

数年前から万年筆にはまり、インク沼に沈みつつある親父です。
いろいろな人と万年筆やインクの感想など語り合ってみたいのと、
日記だけではインクが消費できない、万年筆でもっと書いてみた
い、文章を書くこと自体が好き、といった理由で、はじめてみよう
と思った次第です。（字は下手です）ペンネームの由来のコロ助
は５年前に引き取った保護犬の名前です。よろしくお願いします。

女性
30代

yasuさん

2021年2月28日まで

料理、カメラ、ドラマ・映画鑑賞、ディズニー、鬼
滅の刃
はじめまして。一人暮らししています。おうち時間を充
実させたいと思い入村しました。手紙を通じてまったり
交流が出来たらと思います。よろしくお願いいたします。

はじめまして。インターネットやメールのやり取りが多いこの時代
だからこそ、 文通で癒されたいと思っています。 皆さんの読まれ
た素晴らしい本や、旅先での思い出話など、素敵な日常を手紙を
通して語り合いませんか？ よろしくお願いいたします。

