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第260号

2020年9月30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
40代

こももさん
お江戸通り 303番地

2021年3月31日まで

女性
30代

めいじさん
なにわ通り 166番地

2021年3月31日まで

映画鑑賞、音楽鑑賞、動画を見て時短料理を作る、
動物や可愛いキャラクターを見る

料理、旅行、ハンドメイド、お笑い、写真、コレク
ション、御朱印集め

はじめまして。主人と2人暮らしをしています。お家での
時間を楽しく充実させたくて入村しました。さまざまな
年代、趣味の方々といろいろなお話ができたら嬉しいで
す。よろしくお願いいたします。

お笑いを見に劇場に行ったり、いろんなものを収集したり…今は動
物おみくじを集めることと、最近ハマった関ジャニ∞さんに癒され
ることが楽しみです。 小学生の頃からコレクションしたレターセッ
トを使い、色々な世代の方、同じ趣味の方、全く趣味が違う方…
様々な方と交流してみたいです。栄養士という職業柄、おいしい
レシピの情報交換などもしてみたいです！

女性
30代

かおりさん
砂丘通り 13番地

2020年12月31日まで

女性
30代

フラダンス・旅行（沖縄）・食べる事・ウォーキング・
切手・御朱印・マステ
ほぼ文通初心者です。 性格は明るくポジティブです。仕事柄、切
手やお手紙の事は少しだけ詳しいかな(^^) 趣味の話や日々あった
こと、仕事の悩みや恋愛の話など、便せん1枚〜2枚程度でやり取
りできたらと思っています。旅先や地元の物をお互い負担にならな
い程度のプチギフト交換とか楽しそう♩ポストカードok。バラセok
な方。igしてます。

女性
50代

みやびさん
伊勢通り 82番地

2021年3月15日まで

女性
10代

ゆうきさん
相模ハマっ子通り 439番地

2020年12月31日まで

読書、食べること、ラジオの流し聴き
こんにちは。森見登美彦さんの本を読んでから、私も誰かに手紙
を出したいと思い文通を始めました。文通は初めてなのですが、
趣味を問わず色々な方とのやりとりを通して視野を広げていきたい
です！よろしくお願いします。

桜島通り 28番地

2020年12月31日まで

カフェ巡り＆映画観賞
初めまして。私は鹿児島県に住むディズニー好きな39歳
です。誰か良かったら文通しませんか？宜しくお願いし
ます。

女性
30代

書道、旅行、お笑い、連ドラ、音楽鑑賞、ランチ
巡り、紙もの、文房具
初めまして。字を書くことが好きでレタセ、紙もの、かわいいもの
が好きです♡ 手紙を書くのも好きで子供の頃は文通をしていまし
た♡年齢、趣味問わず、いろんな方と楽しく色々なお話が出来れ
ばいいなぁと思います♡♡ どうぞよろしくお願いします。

ユキりんさん

あおぷーちゃんさん
彩の国通り 404番地

2020年12月31日まで

日本史、ダム・温泉巡り、写真撮影、ゲーム、アニメ、音楽、
ミュージカル、西武ライオンズ
日本史、ダム巡り、低山ハイキングが好きで、休日は史跡やダム
巡りなどの自然を感じる事のできる場所へ足を運んでいます。 温
泉や写真撮影もこの趣味に通じています。 日本史は日本神話〜戦
前昭和、音楽はクラッシックが好きです。 趣味問わず、たくさん
の方とお手紙のやり取りができたら嬉しいです。

男性
40代

べたちゃんさん
きびだんご通り 87番地

2021年3月31日まで

ドライブ、単車、狩猟(くくりわな)、アウトドア、文
通、車をお店に見に行く
この度こちらのサイトを偶然見つけて思わず資料を取り寄せてしま
いました。 四年前に中国地方の某県で仕事をしていたときに半年
間現地の人と文通交流してました。今は仕事の任期が切れてふる
さとに帰ってます。時間も比較的とりやすい職場ですので文通を再
開したいと思います。お気軽にお手紙を出してくださいね。宜しく
お願いします。
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女性
20代

2020年9月30日

センさん
ピーナッツ通り 382番地

2020年12月31日まで

女性
20代

読書、散歩、日記、茶、映画鑑賞、舞台鑑賞、美
術鑑賞、万年筆、スクラップ
一人暮らしで、IT系に勤めています。郵便受けに事務手続き以外
の郵便物が入っていたら面白いと思って始めました。自分以外の人
がどうやって毎日を過ごしているのか、どんなことを考えているの
か聞いてみたいです。読書は趣味というか習慣で、特にやりたい
ことがない日は図書館に行きます。よろしくお願いします。

女性
40代

Runaさん
相模ハマっ子通り 440番地

2020年12月31日まで

女性
20代

のんあさん
さるぼぼ通り 81番地

2020年12月31日まで

ピーナッツ通り 383番地

2020年12月31日まで

旅行、ディズニー、音楽鑑賞、ストレッチ、筋トレ、飛行機、
ジャニーズ、You Tube

こんにちは。ひとり暮らし、サービス業をしています。
お手紙を書くことが好きなので始めました。趣味のこと
や、仕事のこと、日々のこと、恋愛など幅広くお話し出
来たら嬉しいです。よろしくお願い致します。

女性
20代

カード作り、とんぼ玉作り、アクセサリー作り、料
理 、お菓子作り
ものづくりが好きです。 文通初心者です。 誰かと繋がっ
て文章を書くことにチャレンジしてみたくなりました。ほっ
こりと心温まるやりとりができたら良いなと思っています。

ちゃみさん

紬(つむぎ)さん
ピーナッツ通り 384番地

2020年12月31日まで

旅行、1人旅、カフェ・スイーツ巡り、ゲーム、ウィンドウ
ショッピング、イラストを描くこと
初めまして、紬(つむぎ)と申します。手紙は好きなのですが、友だ
ちの誕生日以外で書く機会がなかった為、今回お試しで入村しまし
た。趣味は色々、特に1人旅が好きで長期休みの時は国内限定で
すがフラッと旅行に行っています。遠出するのが好きです。同じ趣
味の方もそうでない方も、文通という縁で繋がることができたらと
ても嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
40代

おさよさん
どんたく通り 218番地

2021年3月31日まで

読書(小説・漫画)、アニメ視聴、男性声優さんのラ
ジオを聴く

雑貨屋散策、お洋服、音楽観賞、弓道、御朱印集
め

はじめまして。20代社会人です。 文通を通して、いろんな人たち
と交流していけたらなと思い、入会しました。 小説は瀬尾まいこさ
んの作品、漫画は久世岳さんの作品が好きです。 同じ趣味の方、
おすすめの小説がある方、同世代の方など気軽にお話しできたら
うれしいです。

夫婦二人＋犬1匹で日々ゆるっと暮らしています。弓道は初めて2
年目です。紙物が好きでレターセットをよく買うのですが、なかな
か出番がないのでこちらに応募させて頂きました。ゆるゆるのん
びりですが宜しくお願い致します。

女性
40代

とみかさん
上州三山通り 89番地

2020年12月31日まで

女性
30代

「日記、手帳など字を書くこと」「観劇」「読書」
5歳男の子の母です。最近、再び宝塚の沼にはまりつつ。
お友達ができたらと思い、文通村に入会を決めました！
よろしくお願いいたします！

女性
20代

詩歌さん
お江戸通り 901番地

2021年3月31日まで

読書、アマプラ、YouTube、ゲーム、二次巡
り(夢、NL、GL)、scrapのナゾトキ
初めまして。比較的多趣味なので皆さんと楽しくやりとりができた
らいいなと思っております。 ゲームは任天堂の王道のものからソ
シャゲ、乙女ゲームなどなんでもやっています。 YouTubeは最近
コウイチtvとあたしンちをよく見ています。 お世辞にも綺麗な字で
はないのですが、なるべく丁寧に書けるように心がけますのでどう
ぞよろしくお願いします。

ぱぴ子さん
火の国通り 48番地

2021年3月31日まで

旅行、カフェ、雑貨、美容、Snow Man、無印良
品、KALDI
初めまして、ぱぴ子と申します。最近は行けてませんが、
旅行やライブに行くことが好きです。日常の何気ないこ
とや、趣味のことなど色々お話し出来たら嬉しいです。
よろしくお願いします。

女性
20代

吟さん
しゃちほこ通り 331番地

2020年12月31日まで

読書、映画鑑賞、お酒を飲むこと、音楽
吟(おと)と言います。 文字を書くことが好きで色んな方
と文字を通してお話できたらいいなと思い初めました。
まだ慣れないことばかりですがよろしくお願いします
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女性
40代

2020年9月30日

ミコさん
越後通り 102番地

2020年12月31日まで

男性
30代

音楽鑑賞、ドライブ、ラーメン、犬、海を眺める
いろいろな方々とお話が出来たらと思い入村いたしまし
た、楽しく気楽に日常の話等が出来たら・・・と思います。
楽しい事が大好きです、 石井竜也さんのファンでライブ
にも行ったりしています。

女性
30代

蓮さん
なにわ通り 425番地

2020年12月31日まで

わさにーさん
茶畑通り 171番地

2021年3月31日まで

音楽鑑賞、Youtube鑑賞、女性漫画集め（ヤマシ
タトモコ作品が好きです）
音楽が好きで邦楽からイスラエルやイギリスなどの新し
いジャズなども聞いています。いつかアイスランドに旅
行に行きたいと思って情報収集中です。バイクに乗った
り、女性漫画集めも好きです。お笑いも大好きです。

女性
50代

のほほんさん
越後通り 103番地

2020年12月31日まで

読書、セキセイインコのレンの絵日記、イラスト、
漫画、刺し子、編み物、ヨガ、ゲーム

喫茶店、美術館、空港、百均、書道、読書、映画、犬猫の
動画、野木亜紀子脚本ドラマ鑑賞

はじめまして。 趣味で絵をかいたり、漫画などを描いたりしてお
ります。刺し子や編み物などハンドメイドなども楽しみのひとつに
なっております。ペットのセキセイインコのレンとゆっくり気ままラ
イフ中です。東野圭吾先生や辻村深月先生の作品が好きです。ゲー
ムも乙女ゲームやソーシャルゲーム、モンハンなど幅広く遊んでお
ります。 宜しくお願い致します。

最近めっきり字を書く機会が減り、無性に書きたくなりました。マ
メな性格ではないので、すぐにお返事ができるかわかりませんが、
気長にゆるゆると続けていければと思います。普段接点がないよ
うな方、自分と考え方が違う方とも文通してみたいです。

女性
30代

たたみさん
ちょるる通り 55番地

2020年12月31日まで

女性
20代

読書、旅行

圭さん
しゃちほこ通り 332番地

2020年12月31日まで

女性
20代

おもちさん
しゃちほこ通り 333番地

2020年12月31日まで

ゲーム、お菓子作り、読書、青空の写真を撮るこ
と、動物に癒されること

こんにちは、最近文章を書くことが好きになり今回入村しました。
読書趣味で森見登美彦さんや西加奈子さんなどが好きです。旅行
でよく本屋さん巡りなどをします。よく京都にはいってお寺や神社
などをみたりもします。少し緊張しています、楽しく文通できたら
と思っています。現在不安障害で休職中です。時間ができたので
違った環境の人の言葉に触れることができたらいいなと思っていま
す。

よっちゃんさん
常陸の国通り 140番地

2021年3月31日まで

便箋や封筒を選んでお手紙を書くことが大好きです。 アクセサリー
作りが好きで、室内でできること全般大好きです。漫画もアニメ
も大好きでグッズ集めも趣味です。美味しいお菓子を見つけたり、
映画鑑賞、綺麗な場所を観に行くことも大好きです。 好きなこと
おすすめしたいこと体験したこと等、共有したりできる方と色々お
話ができたら嬉しいです。

読書、映画、散歩、一人旅

女性
20代

彩の国通り 407番地

お絵描き、映画鑑賞、読書、韓国・海外・日本のドラマを見
ること、アクセサリー作り、文房具集め

こんにちは。初めまして。最近無性にお手紙を書きたくなり登録す
ることにしました。休みの日は、読書をしていることが多いですが、
まとまった休みがとれると旅行にも行きます。旅先で本を読むのが
好きです。 本は推理小説、漫画も少年漫画から少女漫画までよく
読みます。楽しく、文通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

七瀬 南さん

2021年9月30日まで

料理、旅行、
介護の仕事をしている20代です。手紙を書いてみたい・
自分の知らない世界を広げてみたい・顔は分からないけ
ど同じ仕事や同じ分野で働く人と交流してみたいと思い
入村しました。

はじめまして、おもちと申します(^｡^) ずっと文通というものに憧れ
ていて、文通村を最近知り、始めてみました。 現在、精神疾患の
闘病中なので、人様との繋がりができたら嬉しいなと思っています。
好きなものは青空や夏、動物など。ゲームも大好きです。 いろん
なことをお話したいです。まったりよろしくお願いします( ´ ▽ ` )

女性
20代

すいーつさん
相模ハマっ子通り 441番地

2020年12月31日まで

旅行、写真、音楽、カフェ巡り、お散歩
はじめまして すいーつと申します。 久しぶりに誰かにお手紙を書
きたくて、始めてみました。 平日は働いているので、早くお返事
ができないかもしれません。 お互いマイペースに続けられる方だ
と嬉しいです。 よろしくお願いします◎
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女性
20代

2020年9月30日

むぎまるさん
しゃちほこ通り 334番地

2021年3月31日まで

女性
40代

男性
20代

ゆうとさん
相模ハマっ子通り 169番地

2020年12月31日まで

お江戸通り 903番地

2020年12月31日まで

オンラインゲーム、まとめサイトを見る、エッセイ
マンガを読む、雑誌の付録のチェック

ねこ、国内旅行、自然、カメラ(NikonD5600)、読書、スキ
ンケア、弓道、資格取得
20代も半分が過ぎ、もっと趣味を増やしたいと思い、文通を始め
てみました。文通は、森見登美彦さんの『恋文の技術』の影響で
す。 実家でねこを2匹飼っていて、溺愛しています。 自然豊かな
場所に旅行をして、カメラでたくさん写真を撮るのが趣味です。国
内で素敵な場所を知っていたら教えていただけると嬉しいです。
他にも皆さんの趣味やはまっていることを教えてください。

ゆきだるまさん

恥ずかしながら就労経験がない準ひきこもりです。この年になると
趣味も同年代の人が少なくなって友達がつくりにくく、文通でどな
たかと繋がれたらと思いました。元オタクなので、共通の話題があ
れば熱く語っちゃうと思います。反対に世間話は下手くそです…。
恐れながら年相応の反応はできないと思いますので、年代を問わ
ないような話をできたらと思っています。よろしくお願いします。

女性
30代

べべさん
お江戸通り 904番地

2020年12月31日まで

文通、カラオケ、落語、旅行、YouTube、筋トレ、
音楽、ファッション

旅行、読書、映画鑑賞、ファッション、片付け、愛
犬

はじめましてー(^^) ゆうとと申します! 文通を始めて半月位ですが、
すっかりハマってしまいました(笑) ポストに手紙が入っていたとき
の喜びは何にも代えがたいです＼(^-^)／ 字や文章はあまり上手く
ないかもしれませんが、精一杯丁寧に、そしておもいっきり楽しん
で手紙を書きたいと思っているので、どうぞよろしくお願いいたし
ます!

紙が好きで綺麗な便箋を見るとつい買ってしまいます。ゆるく長く
文通をさせて頂いてる方もいますが、せっかく集めた紙たちを文通
という同じ趣味のある方と共有できたらと思い、登録しました。 旅
行が好きで、最近はタイによく行ってました。本や映画は雑食で感
動ものから恋愛、サスペンス、ゾンビまで視野広めです。趣味や
日々の話など楽しくやり取りできたら。宜しくお願いします♡

女性
30代

はるかさん
しゃちほこ通り 11番地
音楽鑑賞、

2021年3月31日まで

読書

愛音あいさん
越前通り 29番地

2021年3月31日まで

イラスト交換や趣味、基本雑食なので、色んなジャンル、日常に
関してのお手紙のやり取りができたらと思います。約15年ほど同
人活動をしておりました。育児等がありますので返信が遅くなって
しまうこともあるかもしれませんが入会している間は皆様と繋がれ
たら、と思います。些細な話題でも大歓迎なのでどんどんお手紙
ください！

裕さん
彩の国通り 408番地

ピーナッツ通り 385番地

2020年12月31日まで

初めまして。35歳主婦です。夫・犬2匹と暮らしています。 文通を
通じて温かい交流が出来たらいいなと思い、こちらに辿り着きまし
た。 ポストカードやミニレターでのお返事も大歓迎です。お返事
は必ず書きます。 素敵なご縁がありますように☆ どうぞ宜しくお
願いします。

女性
30代

漫画、アニメ、ゲーム、ボカロ、文房具、手帳、コスメ、
絵、カラオケ、紅茶、育児、同人活動

女性
40代

にいこさん
可愛い雑貨集め、チーズ、コーヒー、パン屋巡り、ガーデニ
ング、映画鑑賞、グルメ旅、占い

はじめまして、こんにちは。 １０年ぶりぐらいに 再入会しまし
た。 お米が好きで、パンが苦手です。 洋楽をよくyoutubeな
どで聴いています。７０年代～００年代のものをよく聴きます。
よろしくお願いします。

女性
20代

女性
30代

2021年3月31日まで

ネイル、文具、雑貨屋巡り、カフェ巡り、散歩、
旅行
はじめまして。裕（ゆう）と申します。 カラフルなものや色のき
れいなものが好きで集めています。好きなものや趣味が近い方も
そうでない方も、お互いのペースで長くお付き合いできればと思っ
ています。よろしくお願いいたします。

おずさん
相模ハマっ子通り 443番地

2020年12月31日まで

読書、映画鑑賞(主に邦画)、軽い運動(主にバレーボール、
自転車)、音楽(J-POP)鑑賞
こんにちは！ 現在子育て真っ最中、フルタイムで働いています。
軽く体を動かす事が好きで、ダイエットもしたいなと思っておりま
す。 自転車を購入したので、御朱印巡りをしたいです。 最近は、
再結成した平川地一丁目を聞くことが癒しとなっています。 他愛も
ない話をできるお友達が出来たら良いなと思っております。 よろし
くお願いいたします。

女性
30代

青さん
お江戸通り 905番地

2020年12月31日まで

読書、映画鑑賞、音楽、散歩
文章を書くのがすきなので、はじめてみました。 日々のささいな
こと、よかったこと、わるかったこと、どちらでもなかったことを言
葉にして残して、だれかと交換し合えたらなと思っております。 す
きな作家はサリンジャー、梨木香歩、李承雨です。 よろしくお願い
します。
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男性
40代

2020年9月30日

赤いバラさん
相模ハマっ子通り 444番地

2020年12月31日まで

女性
20代

男性
50代

川ちゃんさん
ちょるる通り 56番地

2021年9月30日まで

女性
50代

マドレーヌさん
彩の国通り 410番地

2020年12月31日まで

女性
20代

女性
20代

梶之進さん
相模ハマっ子通り 446番地

2020年12月31日まで

女性
40代

Fikaさん
とちおとめ通り 105番地

2021年3月31日まで

カフェ巡り、ドライブ、国内旅行、音楽鑑賞、ライブやフェス
(邦楽)、カラオケ、野球観戦、読書
はじめまして。Fika(フィーカ)と申します。お手紙を書くことが好き
で、住んでる場所や年齢、性別に関わらずいろんな方と交流して
みたくて入村しました！趣味が合う方でもそうでない方でも、日常
の些細なことをおしゃべりし合いたいです。文章が長くても短くて
も、封書でも葉書でもなんでも嬉しいです！よろしくお願いします！

彩の国通り 409番地

2020年12月31日まで

初めまして、木の葉と申します。 私は1人でふらっと出かけたり旅
行に行ったりすることが好きです。 最近は小説を読んだり、ざっく
ばらんにタイトルから気になる映画を観たりして過ごしています。
仕事を始めたばかりのため、お返事はのんびりですが少しずつお
手紙の中で色々なお話ができたら嬉しいです。

女性
30代

あしべさん
お江戸通り 906番地

2020年12月31日まで

一人カラオケ、温泉、スーパー銭湯、ゲーム、楽器、手芸、
100均、ウォーキング、旅行、絵画
はじめまして。 マイブームは、3DSの「どうぶつの森」（今年の5
月〜プレイ中）、ノンアルビールの飲み比べ、万年筆など。最近、
約20年の長いブランクを経てお絵描きの練習を再開しました。 既
婚のため、女性の方のみ募集をさせて下さい。 マイペースにやり
とりしたいです。よろしくお願いします。

女性
20代

読書、観劇(宝塚)、すみっコぐらし、文房具、坂道、
旅行
はじめまして。梶之進と申します。 趣味は読書や観劇、海外旅行
など。他には資格試験の勉強(簿記)もしています。最近万年筆デ
ビューをしました！趣味を問わず、文通を通して気軽に何気ないお
話が出来ることを楽しみにしています。

木の葉さん
読書、映画鑑賞、散歩、地酒、プリン

読書、コンサート(主にピアノ)、犬の散歩、カフェでのんび
り、通信教育で資格を取ること
仕事ばかりの毎日です。ですが沢山の人と出逢えることを やりが
いとしています。1日の終わりにハーブティーを飲みながら、ゆっく
り音楽を聴いたり読書をするのが好きです。私とは違う、毎日の
生活を大事に、丁寧に過ごされていらっしゃる方のお話を聞かせて
いただけたら嬉しいです。

2021年3月31日まで

手書きで誰かに手紙を書きたくて始めてみました。 かわ
いいもの集め、鬼滅の刃や刀剣乱舞にハマっています。
アリエルと、MARVEL作品も大好きです！ 気軽にお話で
きたら嬉しいです！

読書、音楽鑑賞、ウォーキング、自転車 カメラ、
旅行、キャンプ、山登り
6年前に離婚、翌年に父が、そして昨年母が他界。自身もこのコロ
ナ禍で今の仕事に方向性が見えず、少し精神を病んで、またコロ
ナ太りでほんとにやばい状況でした。しかし、何とかもう一度青春
を取り戻すと奮起し、心もよくなりつつあり、ダイエットも順調で
す。そんな中文通村に出会いました。希望と夢と勇気を届けたい
です。

杜の都通り 141番地

料理、旅行、雑貨屋巡り、お絵描き、ヲタク、

原付旅、鈍行鉄道旅、郵便局巡り、寺社巡り、youtube、
ラジオ、ダイエット、立ち食いそば
原付で郵便局めぐりに出かけるのが一番好きです。郵便局は日本
全国津々浦々に点在していてほぼ無限に楽しめます。小さな郵便
局での立ち話や旅先での思わぬ発見が楽しみでやめられません。
ゆくゆくは一緒に旅できれば嬉しいんですが、とりあえずは日々の
たあいない出来事など語り合えればと思います。旅先から絵葉書
も送ってみたいですね。

アネモネさん

蒼い鳥さん
彩の国通り 411番地

2020年12月31日まで

読書、映画鑑賞、音楽鑑賞(LIVEも行きます)、巡り旅(図書
館、美術館、水族館など)
はじめまして！蒼い鳥といいます。 最近素敵なレターセットを見つ
ける機会が多く、久しぶりにお手紙を書く楽しみや読む楽しみを感
じながら、色んな方とお話してみたいと思い入村しました！ 趣味に
関するお話や日常の出来事などいろいろなお話をしてみたいなと
思っています。 文字や文章に自信はありませんが、よろしくお願い
いたします。

女性
50代

マーブルさん
彩の国通り 51番地

2020年12月31日まで

読書、スケッチ、ガーデニング、家庭菜園、猫と
の暮らし、海外ミステリードラマ
日々の暮らしの中で、小さな幸せを見つけた話や面白い事などの
話、趣味の話題や時には辛い事などもサラッとやりとり出来たら嬉
しいです。手紙は瞬時に送られるスピード感はないけれど、文字
を綴る暖かいひとときが好きです。よろしくお願いします。
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女性
20代

2020年9月30日

ふゆまるさん
相模ハマっ子通り 447番地

2020年12月31日まで

女性
50代

ゲーム、漫画、アニメ、映画

もた丸さん
なにわ通り 426番地

2021年3月31日まで

初めてまして。もた丸と申します。南国生まれ、雪国育ちで、進
学をきっかけに雪国から飛び出しました。家にいる時間が多くなっ
てきたので、何か始めようと思い、登録しました。文通は初めて
なので、至らない点が多くあるかと思いますが、趣味や何気ない
話で楽しめたらと思います。よろしくお願いいたします。

マロンさん
信濃通り 116番地

2020年12月31日まで

文具集めと読書が好きです。 美味しいお茶を飲みなが
ら、集めた文具を愛でるのは最高です。 こんな私とぜ
ひ文通してください。

女性
20代

映画鑑賞、展示会、読書、美味しいもの探し、ア
ニメ、音楽、料理

女性
40代

砂丘通り 22番地
読書、文具集め、

任天堂Switchのスプラトゥーン2やあつまれどうぶつの
森で遊ぶことが多いです。そのほか、ゼルダの伝説や
マリオカートも持ってます。文通にて楽しくお話ができた
らと思います。よろしくお願いします。

女性
20代

丈さん

2020年12月31日まで

りまさん
彩の国通り 413番地

2020年12月31日まで

チェロ、ファッション、音楽、映画、読書、旅行な
ど
もうすぐ社会人になる大学4年生です。普段は遠くに住む友人と文
通しているのですが、年齢・性別問わずたくさんの方とお手紙でや
りとりしてみたくなったのではじめました。趣味や日常のことなど、
自分の知らない世界のお話を聞けることがとても楽しみです！よろ
しくお願いします。

女性
20代

じんさん
お江戸通り 907番地

2020年12月31日まで

音楽、映画、読書、絵、カラオケ、ギター、書道、
YouTube鑑賞、ポケ森

映画鑑賞、読書、散歩、ゲーム、飲み歩き食べ歩き、手帳
作り、文房具集め、Youtube

はじめまして。2人の娘の子育てがひと段落したアラフォーで
す。13年ほどシングルでしたが、今は娘と歳の近い彼と2人で穏や
かに暮らしています。 長年接客業を通して老若男女たくさんの
方々との出会いがありましたが、3年ほど前に病気を患い今はIT系
の仕事をしています。 性別年代問いません。お手紙が届くワクワク
を味わいたいです☺️よろしくお願いします♪

はじめまして。じんです。 介護の仕事をしています。 なんとなく
気の合う人と、字を通してお話したいと思います。何も知らない者
同士だからこそ話せることもあるのかなと思い文通を始めました。
少しでも興味を持って貰えたら嬉しいです。

女性
20代

かしすさん
お江戸通り 908番地

2020年12月31日まで

男性
20代

読書、散歩、Switch、資格勉強、カフェ、美味し
いものを食べること
字を書くことが好きなので始めてみました。色々な方の
趣味の話や日々の出来事、考えていることなど、どんな
ことでもお話を聞いてみたいです。楽しく文通できたら
嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
20代

はるさん
六甲通り 307番地

2020年12月31日まで

ライブ、写真、アニメ、旅行
はじめまして。保育士として日々、子どもたちと戯れて
過ごしています。趣味が違う方でも、年代が違う方でも、
他愛のないやりとりをのんび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。

えだまめさん
とちおとめ通り 106番地

2020年12月31日まで

サッカー観戦、ライブ、音楽、アニメ、ゲーム、
寺院仏閣、散歩、ぶらり旅、鉄道、料理
はじめまして！ 私の出来事、貴方の出来事 たとえ趣味
が違くても、新たな発見がお互いにあればいいなぁ と思
います。 よろしくお願いします

女性
30代

おはなさん
信濃通り 117番地

2020年12月31日まで

音楽、ライブ、100均巡り、文房具、お絵かき、
お菓子作り、猫、宇宙、スノボ
お手紙貰えると嬉しいです。 字は下手くそだけど、心を
込めて書きたいと思っています。どうぞよろしくお願いし
ます。
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女性
30代

2020年9月30日

ぷりさらさん
ピーナッツ通り 386番地

2020年12月31日まで

女性
30代

大人の塗り絵、ウィンドーショッピング
30代後半一人暮らし女性です。 転職してまだ間もなく、とてもハー
ドな日々を過ごしてます！ そして婚活中です。 同じような境遇の
かたや、趣味をお持ちのかた、 又は、婚活での男性側の意見など
も聞けたら嬉しいです☆

女性
30代

めえめえさん
相模通り 21番地

2021年9月30日まで

読書、ピアノ、写真

たんぽぽさん
ピーナッツ通り 327番地

お江戸通り 909番地

2021年3月31日まで

カメラ、旅行、音楽鑑賞、読書
IT系のお仕事をしています。 仕事に追われる日々ですが、温かみ
の伝わるお手紙で穏やかな気持ちになれたらと思い登録しました。
カメラが趣味で、よく季節の花を撮りに行きます。最近は行けて
いませんが、旅行やコンサートも趣味です。 あと、隠れ女性アイ
ドルファンです(笑)

女性
70代

ふみみこさん
六甲通り 159番地

2020年12月31日まで

日本画、生花

2人の幼い子供の世話に追われる日々ですが、自分の趣味の時間
も大切にしようと思い再入会を決めました。 日々の出来事や趣味
のことを楽しく(時には悩みもありかな)色々気楽に言葉のやり取り
を楽しみたいです。ここ数年は遠出が出来なくなってしまったので、
みなさんの地元のオススメや地元愛なネタを教えてもらえたら、
旅の気分が味わえて嬉しいです！

女性
60代

ふにゃこさん

2021年3月31日まで

散歩をしながら鳥や花を見ること、読書
はじめまして、私は手紙を書くことが大好きです。相手
の方のことをあれこれと思いうかべながら楽しく文通さ
せていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いい
たします。

はじめまして、よく手紙を送ってくれた母は、10年程前に亡くなり、
古都は遠くなりました。文を書くのは遅く字も上手ではありません
が、文通のお仲間にしていただき、心豊かな人生にしたいと思い
ます。どうぞよろしくお願いします。

