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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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夏々美さん
お江戸通り 147番地 2021年3月15日まで

女性
30代

ゲーム(あつ森、モンハン、パズル系)、絵を描く事、料理、
手芸、文房具屋・本屋巡り、ラジオ

お休みの日はのんびりゲームをしたり、絵を描いたりし
てます。最近は刺繍を始めました。交換日記のように色
んな話を出来たら嬉しいです！よろしくお願いします。

詩菜さん
信濃通り 33番地 2020年12月15日まで

女性
40代

読書、ゲーム、マステ集め、紙もの集め、カラオ
ケ、映画鑑賞

再入村です。読書はBLや推理小説、泣ける話､感動する話､不思議
な話、最近はラノベやTLにも興味あります。映画は邦画中心に観
てます。ゲームはどうぶつの森が好きです。センチメンタルサー
カス、リラックマ、すみっコぐらし、スヌーピー、キキララ、マイ
メロなどのキャラクターが好きです。

樹恵さん
相模ハマっ子通り 44番地 2021年9月15日まで

女性
40代

字を書く事、マニキュア、ネイル、コスメ、お出か
け、文具、レタセ集め、猫など

初めまして、こんにちは！樹恵と申します。女同士ならば、10代
からの文通okです。文章は、下手かもしれませんが、丁寧に書け
たらいいな～と思いました。中々ハゲないマニキュアとかありまし
たら、あなたのおススメを教えて下さい。お手紙、待ってます。
（レタセ、可愛いのばっかりかもしれません。笑わないでね。）

向日葵さん
相模ハマっ子通り 270番地 2021年3月15日まで

女性
20代

読書、紙モノ集め、漫画

初めまして!!色々な方と文通を通してお話出来たらいいなと思い入
会しました！女性限定でお願いします。 読書は、ミステリーやファ
ンタジー系が好きで、漫画はワンピースや少年漫画が好きです。
よろしくお願いします！

冷やしパインさん
なにわ通り 414番地 2020年12月15日まで

女性
40代

ガーデニング、読書、お笑い、ムーミンが好き

この夏はコロナと酷暑で外出できないため、本を よく読
みました。利き手を痛めているため、あまり長い文章は
書けないかも知れません。のんびり おつきあいいただ
けると嬉しいです。

みこさん
六甲通り 297番地 2020年12月15日まで

女性
50代

好きなアーティストの音楽を聴くくらいで 他にない
んです

娘にこの会の事を聞いて２０代を思い出し胸がトキメキ
ました なかなか新しい出逢いは行動を起こさないと ない
なァと思いました。これも御縁！

いくみんさん
さくらんぼ通り 43番地 2020年12月15日まで

女性
30代

マステ集め、レタセ集め、日記、ネイル、メイク、
kpop、映画鑑賞、読書

日記を書き始めマスキングテープやレターセットなどの紙ものを集
めるようになり、せっかくなら使用する機会を作ろうと思ったのが
入会のきっかけです。今は基本情報処理試験（IT系）に向けて勉
強してます！趣味の話でもいいですし、世間話でもいいので文通
友だちができたらいいなと思います。※独身、子なし、ペットなし
です。

しまうまさん
ピーナッツ通り 374番地 2021年3月15日まで

女性
30代

100均、文房具、喫茶店、買い物、食べること、YouTube、
アマプラ、長風呂、ディズニー

0歳男児の育児中です。落ち着いて文字を書く時間が好きです。か
わいいレターセットも事務封筒＆ルーズリーフも好き。日記や独り
言を読むのも好きなので、形にこだわらないでお互いにマイペー
スでやり取り出来たら嬉しいです。
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彩　はて子さん
どさんこ通り 288番地 2020年12月15日まで

女性
50代

映画鑑賞　旅行　ギター

最近、何か新しいことを始めようと思い、文通村を知りまし
た．SNSには抵抗がありますが、アナログな手紙でいろいろな方
と交流できればと思います．絵手紙に興味があり、やってみたいと
思いました．自己流で下手ですが、絵入りのお便りを出そうと思っ
ております．

みっささん
お江戸通り 890番地 2021年3月15日まで

女性
20代

音楽、LIVE、映画、宝塚、吹奏楽、ドラマ、ラジオ、野球、
フィギュアスケート、お笑い芸人

はじめまして。小〜中学生の頃にしていた文通をまた始めてみた
いと思い入村しました。どんな音楽が好きだとか、どんな映画を見
るだとか、詳しいお話はお手紙で出来たらなと思います。もちろん
趣味に当てはまらない方も大歓迎です。日常のお話など楽しくマイ
ペースに気軽にやり取りできたら嬉しいです♩

ライラックさん
桜島通り 55番地 2020年12月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、音楽鑑賞、コスメ、ドライブ

季節の美しさや、自分の気持ちを言葉で表現する時間
がほしいと思い、特別感のある文通をしてみたくなりま
した。文字を書くこと、可愛いレターセットが好きです。
独身の会社員です。

えすたさん
茶畑通り 170番地 2021年3月15日まで

女性
20代

旅行、写真、文房具集め、漫画、アニメ、自転車、
コスメ、お笑い、ドラマ、音楽など

はじめまして。手紙を書くことがすきで、SNSではなく文字を通し
てのやり取りをできたらと思い登録しました。 旅行は47都道府県
全訪問済、文具などはマステとシールをはじめとした国内外の
色々なものを集めています。お笑いも幅広く好きです。多趣味な
ので同じ趣味の方自分にはない趣味の方様々な方とお話しできた
ら嬉しいです♪ よろしくお願いします✩

こあらさん
お江戸通り 891番地 2021年3月15日まで

女性
60代

散歩、食べること、美術館、演歌番組、書道少々

70歳を目前にして、週に20時間ほど働きに行き、休みの日には散
歩をしたり、近所に住む娘の車に乗せてもらいドライブやランチに
出かけたりしています。日常生活での小さな発見や失敗談など、
たわいないお喋りのようなお手紙のやりとりが出来たらと思ってい
ます。お便りお待ちしています。

きみさん
相模ハマっ子通り 429番地 2020年12月15日まで

女性
30代

映画・海外ドラマ鑑賞、野球観戦、読書、ジャニーズ(ジャニー
ズWEST・SnowMan)

SNSではなくお手紙を通じて、色々な方と出会えたらい
いなと思い入会しました。同じ趣味の方も、そうでない
方も、手紙を通じてたくさんお話しできたら嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします！

ちきんさん
ねぷた通り 47番地 2021年3月15日まで

女性
40代

格闘技、読書、筋トレ、料理、イラスト、スイーツ

こんにちは！からだを鍛えることと可愛いものが好きな
能天気です。読書好きなかたと本のお話をしたり、趣味
嗜好のお話など、色々雑談できれば楽しいですね( ^ω^
)

しゃぎぬさん
お江戸通り 892番地 2020年12月15日まで

女性
20代

カフェ巡り、読書、映画鑑賞、美術鑑賞

美味しいものを食べることが何よりも大好きな文通初心者です。
多趣味ですが、共通して綺麗で心が浄化されるようなものが好き
です。 かわいい文房具を集めるのが好きなのですが、中々使う機
会がなく…。 これを機会にたくさん使えると思うととっても嬉しい
です！！ お互いに好きなものの話や、他愛もない日常のお話がで
きたらな、と思っています。 よろしくお願いします。

畦の蛙さん
お江戸通り 893番地 2020年12月15日まで

男性
20代

散歩、読書、チェス、イラスト、美術館や博物館
巡り、雑貨屋巡り、音楽鑑賞

初めまして。 文通を通していろいろな年代の方と交流してみたい
と思い、入会しました。 レトロやクラシカルな雑貨、建築物が好
きです。 趣味の合う方はもちろんのこと、違った趣味を持つ方と
も楽しくお話できればと思います。よろしくお願いします。

あやのさん
お江戸通り 894番地 2021年3月15日まで

女性
30代

ジャニーズ、旅行、紅茶、料理、インスタ

はじめまして(^^)子育て中の専業主婦です。学生の頃に文通には
まっていたのを思い出し、また始めてみたいと思いました。旅行先
で美味しいものを食べたり、カフェで紅茶を飲む時間が癒しです。
昔からジャニーズが大好きで、今はJr.(特にTravisJapan、少年忍
者)を応援中です。趣味や日常の事など色々な話ができると嬉しい
です！よろしくお願いします(^^)
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ゆうさん
琵琶湖通り 56番地 2021年3月15日まで

女性
30代

文通、マステ、YouTube、旅行、おしゃべり、カラオケ、
インスタ、ゲーム、メイク

はじめまして。昔から文通が好きで、今もインスタ等で何名かの
素敵なレタ友様が居ますが、時間がありますので是非是非新たな
出会いを探して登録させて頂きます。多趣味です♡中学〜大学卒
業までアメリカ、カナダに留学したりと国内外共に旅行が大好きで
す♡色々なお話を楽しく出来るといいなぁっと思っております。ロ
ンレタ大好きです♡♡よろしくお願いします♡

パプアさん
さるぼぼ通り 79番地 2020年12月15日まで

女性
30代

ギター、買い物、キレイな景色を見に行く、料理を
作って食べてもらうこと、仕事

今、とくに人生の目標はありません。健康であることが、こんなに
幸せなんだと、日々感じています。 でも、何故か死にたいって思
う時が、多いんです。もう、色んな経験をするには、体力がない
と感じるので、たくさんの人の世界をもっと見てみたい、お話して
みたいと思い応募しました。よろしくお願いします。

なおこ（旧nakoko）さん
相模ハマっ子通り 431番地 2021年3月15日まで

女性
40代

ランニング、ヨガ、読書、デッサン

はじめまして、 メールやSNSも良いけどお手紙書きたいなと 思い
ました。 趣味はランニング、ヨガ、読書です。 ヨガは公民館でイ
ンストラクターをしています。 今はコロナの影響から 通信教育の
デッサンはじめてみました。 悪戦苦闘しています。 よろしくお願い
します。

くるみさん
相模ハマっ子通り 432番地 2021年3月15日まで

女性
30代

お菓子作り、カフェ巡り、紙もの、北欧雑貨、犬

夫と二人暮らしの専業主婦です。昔から字を書くことが好きです。
好みのレターセットを見つけるとつい買ってしまうのですが、
年々お便りする頻度が減っています。ご時世的に家にいる時間も
増え、せっかくなら好きなことをと思い入会しました。紙ものやス
イーツ好きな女性の方とやり取りできれば嬉しいです。もちろん、
その他の趣味の方も大歓迎です♪

りょうさん
なにわ通り 417番地 2021年3月15日まで

女性
20代

アイドル、映画鑑賞、読書、音楽、旅行、食べ歩
き、あつ森、メイク

字を書くことが好きなので文通村を始めました。たくさんの方とい
ろいろなお話ができたらな〜と思います。恋愛話をするのも聞くの
もすごく好きです。アイドルも幅広く好きで音楽を聴くことも好き
です。おすすめの音楽や映画、旅も好きなので観光地などの情報
交換などもできれば嬉しいです。

ふみさん
どんたく通り 216番地 2021年3月15日まで

女性
10代

読書､音楽､映画､写真､動物､文具集め､ゲーム､歴
史､カフェ巡り

字を読んだり書いたりすることと、人の話を聞くことが好きです。
話し下手でお返事に時間が掛かる時もありますが、今まで触れた
ことのない物事にも興味があるので､年齢、性別、趣味問わず、
色々な方とお話ができればと思います。 ロングレターでもミニレ
ターでも葉書でも構いません。 よろしくお願いいたします。

こはるさん
さるぼぼ通り 80番地 2021年3月15日まで

女性
10代

楽器演奏、歌う、空と星、読書、ネイル、カフェ巡
り、YouTube、日記、文房具集め、アニメ

18歳の社会人1年目です。素敵な村を知り、すぐに惹かれまし
た…( *˙˙*)♡ 年齢、性別、趣味問わず色んな方と文通がしたいで
す。 簡単な暇つぶし内容から深い内容まで、どんな文通でもお返
事させてください⸝⸝ᵕ ᵕ⸝⸝ 初心者ですが、文通相手になって下さ
る方、是非宜しくお願いします︎︎( *ˊᵕˋ)

山本　あんなさん
どんたく通り 217番地 2021年3月15日まで

女性
30代

タロット、KH、ツイステ、あつ森、イラスト、FP3
級学習、SCP、ベイスターズ

遠くに住んでる親友に手書きの手紙を送ったことから、
手紙を書く楽しさを知りました。趣味について語り合い
たい方のお手紙をお待ちしています。ちょっとした占い
もできます。

寿海さん
伊勢通り 81番地 2020年12月15日まで

女性
60代

手芸、韓流ドラマ鑑賞、舞台観劇、映画鑑賞

会ったことのない方と手紙のやり取りをするのは初めてです でも、
手紙を書くのは好きです 最近は、もっぱらネットでしたが、また
「字」が書きたくなりました。 いろんなお話ができればいいな、、、
と、思っています

ハッチさん
杜の都通り 140番地 2021年3月15日まで

男性
40代

自然と動物に触れる、宇宙の映像と世界地図を見る、漢詩
鑑賞、読書(18～20世紀英米)

私は近代英米哲学・社会思想の研究をしています。手紙や書簡が
文化に深みをもたらしてきたと感じ、文通に以前から憧れておりま
した。文章を書くことと書道が好きですので、手紙を書くことをと
ても楽しみにしております。最近の趣味は、宇宙の映像を見ること、
庭に来る野鳥を眺めたり、鳴き声を聴いたりすることです。動植
物と自然全般に関心があります。何卒宜しくお願いいたします。



第259号 2020年9月15日
5　　

鼻炎さん
お江戸通り 895番地 2021年3月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞

20代大学生です。 いろいろな方との繋がりが欲しいなと思い始め
てみました。 本は浅田次郎、吉本ばなな、森見登美彦をよく読み
ます。 映画はサスペンス、ホラー、ファンタジー、アニメも観ます。
趣味が少ないので多趣味な方は是非色々教えて欲しいです。 よろ
しくお願いします。

よっちゃんさん
なにわ通り 418番地 2020年12月15日まで

男性
30代

ドライブ、カラオケ、スーパー銭湯巡り

はじめまして。よっちゃんと言います。宜しくお願いします。私の
趣味ですがまずドライブです。仕事が休みになるとスーパー銭湯
巡りを兼ねて色々巡っています。後カラオケですが昔の歌が大好
きで最初に覚えた歌が舟木一夫さんの高校三年生でした。私の周
りには分かる人が居なく寂しい気持ちだったんですが多分この様な
経験をされてる方もいるかと思いますので色々語りましょう。

ちびきんぎょさん
なにわ通り 419番地 2021年3月15日まで

女性
50代

読書、書道、旅行、鉄道、手芸、ドライブ

手紙を書くことが好きです。さまざまなことに興味があり好奇心旺
盛です。今、一番惹かれているのは鉄道で全般的に楽しんでいま
す。美しいものが大好きでアクセサリーのような小さなものから絵
画仏像、建築物、自然の造形物、景色まで心の糧にして飽きませ
ん。よろしくお願いします。

ミントさん
なにわ通り 420番地 2021年3月15日まで

女性
50代

映画鑑賞、ミュージカル、読者、カラオケ、星空
観察、

初めて申し込みました。昔、遠くへ引っ越された友人からお便りを
頂きしばらく文通してたので、その時の楽しかったことは、今でも
覚えています。今は誰ともしていないので、字は下手ですがどな
たか文友になって下さい。よろしくお願いいたします。

れいひめさん
相模ハマっ子通り 433番地 2020年12月15日まで

女性
10代

料理

特に

こゆりさん
平城京通り 69番地 2020年12月15日まで

女性
20代

アニメ、イラスト、紙モノ集め、カフェ巡り、ドー
ル、ショッピング

はじめまして、20歳の大学生です。文通を通して色々なお話がで
きたらいいな、と思って入村しました。サンリオ、リラックマ、セ
ンチメンタルサーカス等、可愛いキャラクター大好きです♡ 初心
者ですが、よろしくお願いします。

いちご。さん
お江戸通り 896番地 2021年3月15日まで

女性
30代

サンリオ、キャラ物、ぬいぐるみ、紙モノ、記念切
手、文房具、アニメ、ゲーム、

初めまして。あたたかい文通が大好きな、いちご。です。数え切
れないほどの紙モノに囲まれてレタ活しています。 サンリオが特に
好きです♡キャラ物集めも大好きです！日々の出来事や他愛ない
お話も綴れたら嬉しいです、気軽に楽しく文通しましょう！既婚者
のため女性限定でお願いします。

チョコミントさん
しゃちほこ通り 329番地 2020年12月15日まで

女性
40代

料理、紙物、ミシン、散歩

はじめまして

ひるねさん
加賀の国通り 54番地 2020年12月15日まで

女性
20代

イラスト、歌う、読書、ギター 森見登美彦、穂村
弘、高野秀行が好きです

色んな人と交流してみたいと思い、はじめました。趣味
の合う人もそうでない人とも文通してみたいです。文通
をするのは初めてで不慣れなところがあるかと思います
がよろしくお願いします。

ゆうさん
なにわ通り 421番地 2021年3月15日まで

男性
40代

ツーリング、映画鑑賞、朝カフェ、旅行、仕事、モノづくり、
スポーツ、アウトドア、キャンプ

はじめまして。あるきっかけで文通村を知りました。昔懐かしいド
キドキ感と低コストのワクワクに刺激され、参加です。インターネッ
トの普及でなかなか内面的に交流ができない世の中になってしま
い、新たなお友達付き合いを長く続けたいと思いました。日常や余
暇の楽しみ方など、触れ合えたらと思っています。よろしくお願い
します。おたより待っています。
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みやびさん
伊勢通り 82番地 2021年3月15日まで

女性
50代

書道、旅行、連ドラ、お笑い、音楽鑑賞、ランチ、
文具、インスタを見ること

子供の頃に文通をしていて、とても楽しくて文通村のこ
とを知り登録しました

葉月さん
ピーナッツ通り 375番地 2020年12月15日まで

女性
20代

ギター、読書、散歩、雑貨屋巡り、音楽を聴くこと、
刺繍、色鉛筆画

猫と暮らしている学生です。 手書きのお手紙でのやり取りに憧れ、
登録しました。 同じ年代、趣味の方はもちろん、普段関わること
ができないような方とも交流できたらな、と思っています。 初心
者なので至らぬ点もあると思いますが、よろしくお願いします。

あぽろさん
古都みやび通り 154番地 2021年3月15日まで

女性
20代

ハンドメイド、お菓子作り、カフェ巡り、散歩（わ
んずと）

お手紙を通して、全国の色んな方と楽しくお話がしたいです( ˙꒳
˙ ) わんちゃんをこよなく愛しているので、わんちゃん好きな方はぜ
ひ！！！トイプーとミニピンと雑種の多頭飼いです！ 料理、パン
作りにハマっています\( ˆˆ )/

凪さん
さくらんぼ通り 44番地 2020年12月15日まで

女性
20代

漫画、小説、現代短歌、ラブライブ、VOCALOID、ヨルシ
カ、作曲、特撮、ゲーム実況、散歩

久々に文通をしたいと思って始めました。 性別、年齢、
趣味が同じ方も同じでない方とも、やりとりをしてみた
いと思っています。 日々のささいなことを書きたいです。

みずきさん
お江戸通り 897番地 2020年12月15日まで

女性
40代

海外ドラマ、東欧、文房具、記念切手、ガラスペン、インク、
銭湯、スキンケア、ショッピング

文通は人生の一部と言っていいほど濃く長い私の一番の趣味です。
ネットの普及していない頃は文通の相手を探すだけでも一苦労で
したが、たまたま今回文通村に出会い、感激し入会を決めました。
今年の5月に結婚をし、今は旦那と共働きで平和に暮らしてます。
なるべく早いお返事を心がけますが、ゆっくりじっくり長く楽しめる
方とお友達になれればと思います。

ゆきんこさん
加賀の国通り 55番地 2020年12月15日まで

女性
30代

新聞のチラシ（スーパーやドラッグストアや飲食店）を見る
こと、料理や旅番組鑑賞、散歩

食べることが大好きです。休日の朝、一人でゆったりと外食して人
間観察するのが好きです。食べることはもちろん、仕事の悩み
（事務の仕事をしています）などもいろいろなお話しできたらと思
います。口下手なのですがメールや手紙などではお話し大好きで
す。宜しくお願いします。

ナオさん
いよかん通り 53番地 2020年12月15日まで

女性
40代

掃除、ヨガ、美容、健康

はじめまして。かわいいレターセットをみるとついつい
買ってしまいますが、手紙を書く機会が減り 久しぶりに
手紙を書いてみたいと思います。 よろしくお願いします！

ありすさん
六甲通り 304番地 2020年12月15日まで

女性
20代

読書、インコ飼育、ドラマ映画鑑賞、アニメ（ハンターハン
ター、進撃の巨人）散歩、cocco

はじめまして、ありすと申します。 今好きなことは、気に入った言
葉をかきとめること、読書です。　 今0才児を育てています。あま
り外に出れず人とやりとりがしたいと思い始めました。 日頃のささ
やかな出来事や趣味、育児のこと、どんな内容でもやりとりでき
たら嬉しいです！　性別、世代は問いません。長文は書けないか
もしれませんが、よろしくお願いします。　

新規会員Bさん
六甲通り 305番地 2021年3月15日まで

女性
40代

旅行、カフェ巡り、お料理

子供の頃、大流行で当時ハマッていた文通をまた童心にかえって
みてしたくなり、登録しました。日頃の出来事や、ちょっとした愚
痴や相談まで楽しくやり取りが出来たら嬉しいです。お休みの日は
カフェをまわったりスパでのんびりしたり。他人にすごく興味があ
り、色んな年代の方のお話を聞いてみたいのでお気軽にお手紙下
さいね。楽しみにお待ちしています。

ろっぴーさん
お江戸通り 560番地 2020年12月15日まで

女性
40代

編み物、ソーイング、音楽鑑賞（主にクラシック）、
便箋や絵葉書集め

夫とふたり暮らしで犬が一匹います。アラフォーです。 編み物は
三國万里子さんが好きで、ミクニッツや色んな物をハシゴして作っ
ています。 編み物の本が沢山出る季節になってきたので、どんな
のが出るのかワクワクしています。 気長にやりとりが出来ればと思っ
ています。 よろしくおねがい致します。
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さむがりなペンギンさん
相模ハマっ子通り 435番地 2021年9月15日まで

女性
30代

散歩、映画鑑賞、ディズニー、神社仏閣、動物、YouTube、
チョコレート、ハロプロ

雪国生まれ雪国育ち、11年前に進学を機に上京してきたさむがり
なペンギンです。現在は会社勤めで日々ストレス社会と闘いなが
らも半年前から恋人と同棲中で幸せです。年齢・地域問わず、
日々の些細な出来事や恋話・趣味の話・悩み相談など気軽に文通し
ませんか？レタセもこだわっていきたいと思っています。

賢二郎さん
彩の国通り 405番地 2020年12月15日まで

男性
70代

読書、旅（神社仏閣拝観含む）、歴史、美術館・
博物館巡り

初めまして。趣味は他にも陶磁器の鑑賞、スポーツ観戦、音楽鑑
賞、酒席でひとときを過ごすなどがあります。どちらかというとイ
ンドア派。70代に入ったばかりで、慎ましく悠々自適の日々を過ご
しております。趣味の世界、日常生活のあれこれを軸に、愚痴や
不満や鬱憤の共感と励まし、喜びと感動と胸キュンへの拍手と共有
を、長めの手紙で語らい合いましょう。

彩貴さん
さぬき通り 49番地 2021年3月15日まで

女性
20代

文房具、紅茶、マンガラノベ、ツイステ、刀剣乱
舞、カフェ開業、スイーツ、ニコ動

日常が寂しいので容姿や社会的身分に左右されない中で趣味や
日々の感じたことなど内面のやり取りで視野を広げたいです。文
通超初心者なので粗相もあるかと思いますが好きなものや趣味の
合う方と月１程度でお話できればと考えています。レタセや文字
の色、長かったり短かったり書式問わない方でお願いします。性別
年齢問わずですがなるべく独身の方とお話したいです。

ゆきままさん
ピーナッツ通り 377番地 2021年3月15日まで

女性
60代

海外旅行、柴犬との散歩、韓流ドラマ

4月に定年退職し再雇用でもう少し頑張ろうと思っています。コロ
ナで大好きな海外旅行に行かれず残念。今は愛犬との散歩が唯一
の癒しです。手紙を書く事が大好きです。たくさんの方と文通を通
じて知り合いたいです。よろしくお願いします。

しまちゃんさん
相模ハマっ子通り 436番地 2020年12月15日まで

女性
20代

岩盤浴、身体を動かすこと、旅行、パン屋巡り、
読書、お話すること、劇団四季

はじめまして！ 幅広い世代の方との繋がりの中で自分の世界が広
がっていく楽しさがずっと好きで、文通に憧れていた所、文通村を
発見しました☺︎　手紙をもらった時に文字に暖かさを感じるので、
手紙も大好きです！ 文通を通して夢や価値観を共有できたら嬉し
いです。 至らない点もあるかと思いますが、よろしくお願い致しま
す！

あやめさん
相模ハマっ子通り 437番地 2020年12月15日まで

女性
20代

カメラ、カラオケ、YouTube、ジャニーズ(最近SixTONESに
ハマっています)

はじめまして！ 社会人3年目のあやめといいます！ 手紙
を書くのが好きで登録しました！ 1つでも趣味が合う方、
ぜひぜひ仲良くしてください！

スリジエさん
なにわ通り 422番地 2021年3月15日まで

女性
30代

読書、ヨガ、散歩、紅茶、旅行、自然、田舎、風景、花、
御朱印、キャンプ、きたのじゅんこ

はじめましてスリジエです✳︎ yogaのインストラクターとして働い
ています♪ 人のお話を聞くのも好きですし趣味の話もたくさんした
いです✳︎ 決まった話題がなくても季節の移ろいや日常の小さなお
話を時間がゆっくり流れるように、お手紙にしたためるのも素敵で
すね✳︎ たくさんの方たちとお手紙のやりとりができますように✳︎

いくちゃんさん
六甲通り 306番地 2020年12月15日まで

女性
30代

ドラマ、百均、動物、ジブリ、サンリオ、ジャニーズ
(King&Prince)、

小学生の頃に文通して以来、手紙を書くこと・読むことが大好きで
す♡若い方から年配の方まで幅広く楽しく文通ができると嬉しいで
す！(女性の方でお願いします)主人と娘(2歳)、息子(7ヶ月)、うさぎ
(6歳)と暮らしてます！毎日育児に奮闘中です(笑)

みどりさん
出雲通り 28番地 2020年12月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、手芸、サイクリング

子育て中の主婦です。 子どもの頃に文通の経験があり、懐かしく
思い登録しました。 ２４時間子ども相手なので大人と意思疎通し
たいです。 普段何気なく考えていることとかを気兼ねなくやり取り
できたら嬉しいです。 悩み相談ではないけれど、なにも飾らない
やり取りが出来たらと思っています。

満ちるさん
相模ハマっ子通り 438番地 2020年12月15日まで

女性
30代

カラオケ、映画、音楽、手帳、読書、アニメ、漫
画、乙女ゲーム、カフェ巡り

はじめまして、満ちる(みちる)と申します。 普段はカフェで働く元
気なオタクです(笑) 人生初の文通になります。のんびり楽しくやれ
たら良いなと思っています。 上記の趣味以外にソロキャンプも初め
てみたいなと思っています。後は囲碁(整地はできません汗)が打て
ます。 よろしくお願い致します。
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むぎふみさん
お江戸通り 899番地 2020年12月15日まで

女性
30代

読書、映画・演劇鑑賞、落書き

はじめまして。昔少し演劇をやっていまして、今は建築関係の仕事
をしている者です。最近は本をなるべく読みたいと心掛けています。
漫画も好きです。必ず買う漫画は大塚英志先生＋森吉夏先生、鳩
山郁子先生の漫画です。映画は「幕末太陽傳」、「Pina」が好きで
す。自分から話せる話題が乏しくお恥ずかしいのですが、少しず
つお手紙で交流出来たらと思っています。

ぐみさん
なにわ通り 423番地 2020年12月15日まで

女性
20代

散歩、旅行、映画

文章を作るのが苦手ですが、想いが伝わる手紙が好き
です。 色んな方とお話しできたらと思ってます。 よろし
くお願いします(o^^o)

ノリスさん
出雲通り 29番地 2020年12月15日まで

女性
50代

読書、イラスト、動物、植物、絵本、雑貨、文房
具、お菓子、神社仏閣

かわいいものや、綺麗なものが好きです。上の趣味以
外に、スマホで、花や雲、動物を撮ること、刺繍、北欧、
宝塚歌劇にも興味があります。 日々の何気ない出来事
を、お話しできるとうれしいです。

徹さん
お江戸通り 900番地 2020年12月15日まで

女性
30代

映画、読書、犬、カレー

徹（トオル）と申します。 会社と自宅を往復する日々で時間が有
り余っているため、ふと文通でもしてみようかなと思いました。 映
画は年間100本くらい観ます。古いもの中心です。 読書は昭和〜
最近のものまで。獅子文六とか好きです。 どうぞよろしくお願いし
ます。

もあちゃんさん
さぬき通り 50番地 2020年12月15日まで

女性
30代

ランニング、寺社仏閣巡り、着物、Kpop、一人旅

小中学生のときに文通をしていたことをふと思い出し、もう一度手
紙のやり取りをしてみたいなと思いました。可能な範囲で、
日々の出来事や趣味のお話をできればと思います。婚活中の同世
代の女性ともお友達になりたいです。よろしくお願いします。

まぴこさん
琵琶湖通り 57番地 2021年3月15日まで

女性
30代

紙モノ集め、ハンドメイド、チワワ、ジム

こんにちは！ 半年ぐらい前から文通を始めました！ メンタルに持
病がありますが文通には差し支えないとは思いますが、理解ある
方とやり取りしたいです！ 基本的には明るい人間です(*^_^*)紙モノ
(マステ、レタセ、デザペ)など収集してます。ほぼ日手帳を来年か
ら始める予定です☆同じ趣味の方、ぜひ仲良くしてください！ クリー
プハイプ、銀杏BOYZすきです！

JUNさん
彩の国通り 406番地 2020年12月15日まで

男性
30代

読書　漫画　音楽鑑賞　映画鑑賞　野球観戦　バイク ネッ
ト　文章を書く事　ラジオを聴く事

初めての文通でかなり緊張していますがどうかよろしくお願いしま
す。 日記や日々思った事や考えた事をノートに書くのが好きでライ
フワークにしているのですが、読んでもらう相手がいるともっと楽
しいのではないかと思い参加しました。 字が下手なので気後れし
ていたのですが気持ちを込めて書きます！

そとまちさん
なにわ通り 424番地 2021年3月15日まで

女性
20代

音楽、漫画、ゲーム、ゲーム実況、映画、謎解き、ライブ、
舞台(2.5次元)、旅行、服

20代後半の社会人です。文通を通していろいろな世代・趣味の方
とお話したくて始めました。音楽は邦楽ロック/アイドル中心、他に
は深夜ラジオを聴くのも好きです。好きなものをおすすめしあった
り、何気ない話などをお互いに出来たら嬉しいです。

ゆき帆さん
ピーナッツ通り 380番地 2021年3月15日まで

女性
40代

読書、散歩、ランニング、観劇、宝塚、料理、神
社巡り

初めまして、ゆき帆と申します。10代～20代の頃友達と文通して
いた楽しさを思い出し、また始めたいと思い入村しました。趣味が
一致する方から文通をしたいと言う共通点以外ないと言う方まで、
幅広く楽しくお互いの世界を広げていけたらと思っていますので、
よろしくお願いします。たくさんのお便りお待ちしています。

うーちゃんさん
かぼす通り 44番地 2020年12月15日まで

女性
40代

手作り（子供服、バック、小物類）、ウサギ、空

手作りとウサギが大好きなうーちゃんです。仕事は医療関係（パー
ト）です。お休みの日は家族を送り出してからチクチクと趣味の手
作りを楽しんでいます。お互い顔のみえないやりとりだから1通1
通を大切に、心のやり取りが出来る様になれたら素敵だな…と思
います。初心者ですがよろしくお願いします。
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