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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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あいっこさん
お江戸通り 305番地 2021年1月31日まで

女性
40代

切手・風景印収集、音楽鑑賞・ライブ観戦、ペッ
ト(うさぎ)、洗濯、miffy好き

再入村です。お手紙のやりとりの中で癒されたり励まさ
れたり、そんな繋がりを大切にしたいです。 共通の話
題、新しい発見、色々なお話ができたらと思います。よ
ろしくお願いします。

赫音（あかね）さん
越後通り 49番地 2021年1月31日まで

女性
30代

ゼンタングル、福袋、懸賞、漫画・アニメ、ピアノ、
麻雀、ポスクロ、断捨離、ダーツ

再入村しました。 ダイエットと部屋の片づけは人生のテーマ… ネ
イルとハンドメイドも好きです。 カード、ポストカード、同人グッ
ズなど文通に使うものはこだわりません。 NGなことがあれば教え
てください。文通のペースは相談で。 お手紙お待ちしております。

ちーこさん
どさんこ通り 153番地 2021年10月31日まで

女性
40代

読書、旅行、吹奏楽、ハンドメイド、外国語、文
通、ポスクロなど

以前利用しておりましたが、転職と引っ越しでお返事ができなく、
ご挨拶も出来ずに離れてしまいました。16年続いた旅行業を辞め、
今は新しい仕事（工事現場）に就き、生活が落ち着きました。ま
た、日常のあれこれをお話ししたいと思い、再登録しました。小さ
なことから大きなことまで、手紙の温かみで会話ができたら…と思っ
ております。よろしくお願いします。

なべちゃんさん
ピーナッツ通り 339番地 2021年1月31日まで

女性
60代

手芸、韓国ドラマ

5月に引越しをして、しばらくお休みしていました。 また、
よろしくお願いします。 環境が違い過ぎて毎日何をした
らよいのやら、困ってます

すずむしさん
もみじ饅頭通り 98番地 2021年1月31日まで

男性
20代

音楽（ZARD、SARD underground）ミステリー小
説

字の練習を兼ねて始めてみようと思いました！ 転職して
知らない土地で働くことになったので ここで、お友達が
出来たらいいなと思います。

うまきちさん
うつくしま通り 95番地 2021年4月30日まで

女性
30代

音楽鑑賞、ラジオ、部屋の片づけ、犬、マスキン
グテープ

柴犬と暮らしている家事手伝いです。 特にこれといった趣味がない
私ですが、いろいろな方とお話できれば嬉しいです☆女性であれ
ば年齢問いません。絵手紙の楽しさに目覚めたので、絵手紙、イ
ラ交もOKです。漫画はあまり読みませんが。今、初めてのお手紙
が届いて、とても感動しています！よろしくお願いします！

きこさん
どんたく通り 212番地 2021年4月30日まで

女性
30代

フラ、筋トレ、旅、散歩、Mr.Children、サザン、JUDY
AND MARY、

はじめまして、きこと申します。 手紙を書きたいのと、自分の世
界を広げたいと思い登録しました！カフェスペースなどでのイラス
ト活動をしています。楽しくて癒されるような文通ができたらと思
います。よろしくお願いします

こまどりりさん
なにわ通り 428番地 2021年1月31日まで

女性
60代

手芸、手紙、日記、ネット、映画鑑賞

ロンチのあいちゃんと楽しく暮らしています。手紙を書い
たり、編み物をしたり、本を読んだりしています。たま
にドライブに行きます。楽しくお話ししたいです。
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まーちゃんさん
茶畑通り 176番地 2021年4月30日まで

女性
30代

映画鑑賞、文通、ハンドメイド、カラオケ

主婦になり毎日同じようなひと時を送っているので、隙
間時間に手紙読んだり書いたりしたいと思いました。 文
通村で、女性限定で、宜しくお願いします。

ameriさん
きびだんご通り 89番地 2021年1月31日まで

女性
40代

簡単な手芸、音楽(BUMP/スピッツなど)、映画(ゆるり系)、
あつ森、詩集、断捨離

はじめまして*゜ 文通は子供の頃からの憧れでしたが、文章を書く
のが苦手で… だけど便箋や切手を選ぶ楽しみとかポストを開ける
わくわくとか、そんな手間を楽しんでみたいなぁと勇気をだして入
会しました♪ 最近刺繍を始めてみましたꕤ そんな日々の何気ないこ
とをゆっくりお話できたら嬉しいです◎ よろしくお願いします*。
(夫と子供の３人暮らし)

たまさん
彩の国通り 421番地 2021年4月30日まで

女性
20代

歌うこと、文房具探索、読書、料理、お絵かき、
たまにゲーム、その他色々

文房具大好き、収集癖。せっかく集めても使いきれない虚しさ。
書くこと大好き、ちょっとポエマー？（恥）SNSじゃなんだか物足
りない。もうすぐ社会人だしやることも沢山あるけれど、私のちっ
ぽけな日常をお手紙に綴って、誰かさんの日常をお手紙で受け取っ
て…。想像しただけでわくわくします…！ゆるーくお相手よろしく
お願いします(*^^*)2020.10.13.

遙透さん
なにわ通り 436番地 2021年1月31日まで

女性
20代

文学、紅茶、紙もの、雑貨屋、本屋、博物館巡り、香水、
綺麗なもの集め、ハンドメイド

はじめまして、遙透です！ 21歳の大学生で文学を学んでいます。
好きなものや日常のしあわせ、考えなどをやりとりできたら嬉しい
です。レターセットにもこだわってとっておきのお手紙を作りたい
と考えています。どうぞよろしくお願いします！

ゆかさん
古都みやび通り 157番地 2021年1月31日まで

女性
30代

システム手帳、手帳、マスキングテープ、読書、
映画

最近、マスキングテープに嵌まり出してます。 今は手帳とかにマ
スキングテープを使うだけで、他にも色んな事にマスキングテー
プを使っていきたいと思ってます。 読書や映画を見ることが好きで
す。 嵌ったらとことん嵌るタイプです。 まだ文通村がどんな感じ
なのか分からないですが、楽しく文通できたら嬉しいです。

よしさん
常陸の国通り 142番地 2021年1月31日まで

男性
20代

料理、純喫茶巡り、音楽（ジャズもハウスもなん
でも好き）、外国語

東京の大学に通っている21歳です。 文通をしたことがないので始
めてみました。料理が大好きです。昔から料理を作るのが好きで、
食べるのも好きです。また純喫茶が好きで、コロナ前までは友だ
ちとランチに行っていました。そしていろいろな音楽が好きです。
なんでも聴きます。スピッツが一番好き。実は韓国語ができます。
趣味が合わなくても大丈夫です！よろしくお願いします

いろぺんさん
どさんこ通り 294番地 2021年1月31日まで

男性
20代

ピアノ、数学、ドライブ、星座鑑賞、お酒

朝の通勤電車で森見登美彦先生の「恋文の技術」という主人公が
手紙を書きまくる小説を読んでいたところ、ふと自分も手紙を書き
たくなりこの村に辿り着きました。仕事に追われながらも海の見え
る街でのんびり暮らしています。

Annさん
信玄通り 31番地 2021年4月30日まで

女性
40代

外国の友だちに宛てSNSに記事を投稿すること。

こんにちは。 夫とふたり、こぢんまりした家に、のんびり暮らして
います。 職業はセラピスト（マッサージみたいなもの）、夫はト
ラックドライバーです。 わたしの性格は「お調子者のいばりんぼ」、
友達にも人間関係にも恵まれるタイプです。 おいしいごはん作り
ながら今日もふたりでビール飲んだりするんだろうな。 みんなに
わたしの元気を差し上げるよ！

ありちゃんさん
どさんこ通り 295番地 2021年4月30日まで

女性
40代

文通、万年筆、編み物、映画鑑賞

北海道に住む40代の主婦です。年齢、性別などは一切
問いません。様々な方とお話しをしてご縁を大切にした
いと思っています。 手紙を書くことが大好きなので、よ
ろしくお願いします！

九日さん
しゃちほこ通り 338番地 2021年4月30日まで

女性
30代

作曲、小説執筆、プログラミング、ゲーム、ネット、スーパー
銭湯、同人活動、一人旅、透明水彩

はじめまして、九日と申します。最近文具沼に足を踏み入れ始め、
色々調べていたら文通村に辿り着きました。万年筆やガラスペン、
便箋といったアナログ道具を楽しみつつ、まったりと交流できたら
と思います。何かを作ることが好きです。仕事はIT系に就いていま
す。文通は初めてで緊張もしていますが、とても楽しみです。ぜ
ひよろしくお願いします。
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かなさん
彩の国通り 422番地 2021年4月30日まで

女性
20代

YouTube、料理、アニメ、鬼滅の刃、ハイキュー、
スイーツ、バンド

文通初心者の大学生です。文通に憧れがありましたが、勇気が出
ずに実行していませんでした。好きなことや日常の事など、のん
びり語り合いたいと思っています！性別、年齢問いません。
色々な方とお話しがしたいです！よろしくお願いします！

したりさん
伊勢通り 85番地 2021年1月31日まで

男性
20代

ドライブ、旅行、ひとり旅、キャンプ、カメラ、ラ
ジオ

三重県在住の26歳サラリーマンです。 ひとりが好きで友達も少な
く、気ままに過ごしてきました。アナログ好きで、文通で友達なん
てできたらロマンがあるなと思い、勇気を出して入会しました。 文
通初心者で、字はキレイじゃありませんが書くのは好きです。
日々のできごとや旅先での話などいろんな事をやりとりできればと
思っています。 よろしくお願いします。

もんもんさん
お江戸通り 916番地 2021年1月31日まで

女性
30代

読書、ファゴット、オーケストラ、文房具集め、散
歩

手紙が大好きです。書くときに何を伝えようか考えるこ
と、どんな便箋を使うか、届いたときには封筒をあける
ワクワク感！文房具集めも好きで最近は万年筆とインク
にも手を出してしまいました。

ゆいゆいさん
茶畑通り 177番地 2021年1月31日まで

女性
20代

音楽鑑賞、K-POP(主にBTS)、V系、コスメ、美味
しい物 、文通 等

女性の方限定でマイペースにゆるくお手紙でお話したい
と思っています。職業は介護福祉士をしています。趣味
の合う方や同業の方、ぜひよろしくお願い致します。

雪月華さん
ピーナッツ通り 390番地 2021年4月30日まで

女性
40代

ディズニー、コーヒー、Web小説を読むこと

はじめまして。ガラスペンを入手した事をきっかけに、以前より興
味のあった文通をはじめる決心をしました。ディズニーのコーヒー
が趣味ですが、自分の視野を拡げたいので色々な方と文通したい
と思っています。字が汚くても良いと受け入れて下さる心の広い方、
どうぞよろしくお願いします。

すみれさん
もみじ饅頭通り 131番地 2021年1月31日まで

女性
30代

読書、カフェ巡り、お笑い鑑賞

初めまして。今少しお休み中のすみれと申します。 SNS等でのや
り取りに疲れてしまい、昔からやってみたかった文通をやろうと思
い立ち入会しました。素敵な出会いとなりますように。よろしくお
願いいたします。

でこすけさん
もみじ饅頭通り 132番地 2021年1月31日まで

女性
40代

キャンプ、ゲーム、漫画、特撮、広島神楽、ドラ
イブ、道の駅めぐり、フィルムカメラ

学生時代にやっていた文通をもう一度始めたくて登録しました。文
字&文章に自信はありませんが、 日々の何気ない出来事、趣味の
話、時には悩み事などのんびりとやりとり出来たらなと思います。
性別、年齢問いません。 100均レターセット大歓迎です。お待ちし
ています。 気軽にスマホで撮った写真を交換出来るかたも♪

メルチさん
彩の国通り 423番地 2021年1月31日まで

女性
30代

旅行（海外・国内）、紙モノ集め、芸術鑑賞、読書（文学・
漫画）、カメラ、ダイエット、ムーミン

初めまして。文字を書くことが好きで、万年筆のお陰で紙モノとイ
ンクの沼に沈みかけてます。今はお預け中ですが、旅先からカー
ドを送るのも好きです。古いものが好きで、流行りに疎いので、
最近のオススメなものがあったらお聞きしたいです！長いお手紙
でも、ふとしたポストカードでも、思いつく楽しい事を気軽に送り
あえたら嬉しいです。どうぞ宜しくお願いいたします。

ゆなくんさん
茶畑通り 178番地 2021年1月31日まで

女性
50代

カフェ巡り、k-pop、ヨガ、読書、SNOOPY、手芸、アロマ、
ライブ（イエモン ）

はじめまして 趣味は読書、手芸です ストレス解消は1年前から始
めたホットヨガ ライブに行くのも大好きですが このご時世で自粛
中です。 可愛いレターセットがあると つい買ってしまいます。 手
紙で日常の色々な事をお話し出来たら嬉しいです。　　宜しくお
願いします。

真陽さん
茶畑通り 179番地 2021年1月31日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、たまに絵を描く、小
説を書く真似事をしています

真陽(まひる)です。文字を書くのが好きで誰かと文通をしたいなあ
と思い、ここにたどり着きました。とてもわくわくしています。楽し
く文通できたら嬉しく思います。よろしくお願いします。＜補足＞
動物が好き(特に猫。でも犬を飼っている)。蝋梅と金木犀が好き。
好きな本は吉本ばななのキッチンと住野よるの君の膵臓をたべた
いです。最近ラノベにハマってます。
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緑子さん
相模ハマっ子通り 458番地 2021年1月31日まで

女性
50代

散歩、日常生活、模様替え、ドライブ、ペット
（鳥）植物鑑賞、映画鑑賞、手紙

日常生活の小さいことを大切に楽しんで生活しています。 自然や
植物が好きでドライブや散歩で季節を感じにチョコとチョコと近所
へでかけます。 動物も好きです。現在は鳥を飼っています。 ほっ
こりした文通が希望です。 お互いの日常を話せたらいいですね。
よろしくお願いします。

くきまるさん
ピーナッツ通り 391番地 2021年1月31日まで

女性
20代

小説、漫画、テレビ、ラジオ、お笑い

文系大学生です。小説『恋文の技術』に憧れて文通に興
味をもちました。特に同年代や、趣味が似ている方とお
話しできたらうれしいです。手紙は不慣れですがよろし
くお願いします。

ひつじさん
なにわ通り 437番地 2021年1月31日まで

女性
20代

歌、ピアノ、作曲、イラスト、色鉛筆、カメラ、映
像、コーヒー、文房具

初めまして。 同じ趣味の人、違った趣味の人、いろんな年代の人
とお話ししてみたいなと思い、文通を始めました。芸術が好きです！
散歩してアイデアを探したりします。 ぜひお話ししてください。よ
ろしくお願いします。

らぐーさん
ピーナッツ通り 392番地 2021年4月30日まで

男性
20代

テニス、野球、料理、動画視聴、アニメ鑑賞、文
房具、香水

字を書くことが好きなのと、最近左利きでも書きやすい万年筆に出
会えたのでそれを活かしたいと思い登録しました。文通自体は初
心者です。趣味は幅広くありますが、テニスは18年ぐらいやって
おります。アニメはFateシリーズと氷菓シリーズが好きで何回も繰
り返し見てます。趣味が合わずとも色々な年代の方の話を聞いて
みたいと思っています。よろしくお願いいたします。

ゆーみんさん
どんたく通り 223番地 2021年4月30日まで

女性
10代

読書、文通、可愛い文具集め、ロジック、歌を歌うこと、音
楽を聴くこと、ゲーム、YouTube

手紙を書くことが好きで、始めてみました！ 歌い手さんや、ゲー
ム実況者さんが好きです(*´﹀`*) その他にも、沢山好きなことや、
趣味があるので、色んな人と、沢山お話できたらなって思ってます！
よろしくお願いします*_ _)

ぐんぐんさん
彩の国通り 424番地 2021年4月30日まで

男性
40代

美術鑑賞、博物館巡り、ドライブ、ウクレレ（初心
者です）

文通初心者の者です。 この歳になって、改めて「手紙」「手書」と
いった交流に憧れを感じました。手紙を待つ、手紙を出す、そんな
優しく温かい心で通う文通をしてみたいと思い立ち、こちらに登録
をさせていただきました。 拙い文章になってしまいますが、是非
日常のことなどをやりとりできたら嬉しいです。 どうぞ宜しくお願
いいたします。

にこさん
茶畑通り 93番地 2021年4月30日まで

女性
20代

ゲーム/読書/ウォーキング/旅行/御朱印集
め/YouTube

最近自分を変えたい！と思っています。頑張れたこと、嬉しかった
り楽しかった出来事を中心にお手紙を書きたいです。 LGBT
のYouTuberの方を応援してます。私は当事者ではないけれど一緒
に自分らしく生きていきたいです。

速水ななさん
お江戸通り 8番地 2021年10月31日まで

女性
40代

手話、映画鑑賞、読書、映画ツイキャスYou Tube
鑑賞、ゲーム

高校生と中学生(双子)の３人の息子を育てています。手話歴4年、
手話検定１級です。自粛生活で手話をさぼり気味です(泣)飽きっ
ぽい私ですが、文通だけは唯一30年間続けている趣味です。夢は
全部の県民の方と文通することです♥

ぷらりさん
お江戸通り 918番地 2021年1月31日まで

女性
40代

音楽鑑賞

暇な主婦です。どうぶつの森のイベントや音楽を聞いたりと家事
の合間に息抜きでたしなむ程度平凡な日々を送ってます。 家事も
まだまだ未熟な点が多々あり情報番組やインターネットなどを参考
にしながら創意工夫してます。 こんな私ですがどうぞ宜しくお願い
します。

もちさん
相模ハマっ子通り 460番地 2021年1月31日まで

女性
20代

ガーデニング、ウィンドウショッピング、てぬぐい
集め、ゲーム、漫画、ぬいぐるみ

コロナが流行ってから人と関わる機会が減ったため、こ
のサービスを利用してみることにしました。 あつ森をし
ています。 いろんなことに興味があります。 よろしくお
願いします。
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ぶんぶんさん
ピーナッツ通り 393番地 2021年1月31日まで

女性
50代

旅行、スキー、犬、大正琴

「人生いろいろ〜♪」と経験しながら50代に突入し早5年。50代は良
い年代だなぁと思い日々過ごしています。 若い頃からあれもこれ
もしてみたい事がたくさんあり、できる事には挑戦しています。
根は真面目、文章は硬くなってしまうかもしれませんが心を込めて
書かせて頂きたいと思います。宜しくお願いします。

ゆうさん
なにわ通り 438番地 2021年1月31日まで

女性
40代

読書、旅行、家庭菜園、美味しいもの食べること

文通は、学生以来です。 大人になって(もうえぇ年ですが)、改め
て普段お会いできない方と いろんなお話ができたらいいなと思い
申し込みました☆ たくさんの方と…というより、長く続けられる方
と出会いたいです。 よろしくお願いします。

梅ちえさん
相模ハマっ子通り 461番地 2021年4月30日まで

女性
20代

YouTube鑑賞、映画鑑賞、アニメ鑑賞、読書、鳥、
ゲーム、漫画

はじめまして。文通初心者です！ 最近シーリングスタンプ等に興
味を持ち文通を始めてみよう思い入村しました！ 私は実家暮らし
でインコちゃん達と暮らしています。 U-NEXTとprime会員なので
オススメあれば教えて欲しいです。 悪筆ですが頑張って書くの
で！！ 年代問わず、仲良くしていただけると嬉しいです！

お茶が好きさん
なにわ通り 439番地 2021年4月30日まで

女性
30代

アニメ観賞、刀剣乱舞(ゲーム、ミュージカル) カフェ、ご飯
や探し、謎解き街あるき

はじめまして。 最近、ペン字練習を買って練習を始めたので この
機会に以前から興味のあった文通をしてみたいと思い入会しました。
仕事関係の人間付き合いしかないのが世界が狭まっているように
感じるので色んな人と交流したいと思います。 よろしくお願いしま
す。

さくま（旧：Momo）さん
しゃちほこ通り 339番地 2021年1月31日まで

女性
20代

イラスト、ゲーム、アニメ、漫画、映画鑑賞、芸
術鑑賞、音楽、ファッション、スケボー

新しい趣味を見つけたくて入村しました。 主に絵を描いたりゲーム
をして毎日を過ごしています。 韓国語の勉強もしています。 イラ
スト交換なども 出来ればいいなと思っています 文才も面白いネタ
もありませんが たくさんの方とお話出来れば嬉しいです。 よろしく
お願いします︎︎。

鴨吉さん
常陸の国通り 143番地 2021年1月31日まで

女性
50代

洋裁、刺繍、読書

天然素材の素敵な布で服を作る事が好きです。染色や刺繍も好き
です。最近パッチワーク教室に通い始めました。本は今は夏目漱
石と穂村弘さんと土屋賢二さんが好きです。 昆虫の生き方を尊敬
しています。 野の花が好きです。 同じような趣味の方は勿論、私
の知らない世界のお話をして下さる方ともお知り合いになれたら嬉
しいです。宜しくお願い致します。

縞ほっけさん
杜の都通り 144番地 2021年4月30日まで

女性
30代

海外文通、古着、編み物、映画鑑賞、ドラマ鑑賞、
ポストカード、文房具、青森、ねこ

登録してはじめてのお手紙が届き、とても嬉しい気持ちでいっぱい
です(^U^) ねこ4匹と暮らしています。文房具(特にペンとはんこ)が
好きでついつい買ってしまいます。いろんな方とお話ししたいです。
文字文章下手、スローペースでもよろしい方、お手紙お待ちして
います。ポストカードでも歓迎です。

はなこさん
砂丘通り 23番地 2021年1月31日まで

女性
30代

映画、読書、アニメ、野球（広島カープ）、パン、紅茶、
コスメ、インク、マステ、シール

既婚子なし、夫と二人暮らしの兼業主婦です。 インクにハマり、
手紙が書きたくなりました。 ラメ入りだったり、変わった色のお手
紙でも気にならない方。まだ汚いですが、綺麗な字に憧れて練習
中。 アニメ、マンガが好きなオタクです。 面白かった映画や本、
美味しかったもの、簡単レシピ、他人だから言える愚痴など、
色々な話ができればなぁと思っています。

えつの母さん
さるぼぼ通り 83番地 2021年1月31日まで

女性
70代

バレーボール、料理、日帰り旅行、漢字クロスワー
ドパズル

体力づくりと認知症予防のために、毎週3日バレーボールの練習に
参加しています。 最近仕事時間が短縮になったので、昔から興味
のあった文通を始めたくなりました。 11月には”へたうま絵手紙”を
始める予定です。 あまり文章を書くのは得意ではないので緊張し
ますが、文通村での新しい出会いをとても楽しみにしています。
よろしくお願いいたします。

すーさん
お江戸通り 220番地 2021年1月31日まで

女性
20代

ゲーム、読書、システム手帳、万年筆、K-POP、掃除、刺
し子、料理、英語、韓国語、温泉

すーと申します。 在宅ワーク続きなので、年代や性別に関わらず
色んな方と文通したり、ささいな話を話したり聞いたりしたいと思
い登録しました。自分が好きな万年筆を使ってお手紙を書きたいの
もあります。 最近はゲーム（スマブラ、あつ森）や文具集め（シー
ル紙ものマステ万年筆）にハマってます。料理は基礎から練習中
です。。。 これからよろしくお願いします！
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かおるさん
ねぷた通り 48番地 2021年4月30日まで

女性
30代

音楽、嵐、マインドフルネス、散歩

はじめまして。夫と小さな子ども2人と暮らしています。ゆとりを
もって、すこしだけ丁寧に生活することに憧れながら日々過ごして
います。音楽を聴きながらお手紙を書いているので、みなさんの
好きな音楽を知りたいです。日常のことや、ちょっとわくわくしたこ
とを共有できたら嬉しいです。

ちゃみさん
ちょるる通り 58番地 2021年1月31日まで

女性
20代

アニメ、マンガ、ゲーム、2.5次元舞台、旅行、カ
フェ巡り、吹奏楽

保育士として毎日忙しく働いていますがのんびり文通してみたいで
す。 休みの日はカフェや喫茶店巡りをしたり、アニメやマンガ
や2.5次元舞台が大好きなので推しに元気を貰ってます⸜ ( ˆ࿀ˆ ) ⸝
サンリオやディズニーなどジャンル問わずキャラクター物が大好き
です♡

おたぬさん
めんこい通り 68番地 2021年4月30日まで

女性
30代

イラスト、ハンドメイド(手芸)、写真、文具集め、
ボードゲーム

創作活動をしながら夫と猫３匹と暮らしております。年
代や性別は問いません。葉書やミニレターでのやり取り
も素敵ですね。お互いの日常にちょっとしたぬくもりと楽
しみを添えられたら嬉しいです。

Q太郎さん
加賀の国通り 58番地 2021年4月30日まで

女性
30代

読書、お絵かき、買い物、畑

初めまして。 自分の手で紙に字を書いたり、絵を描いたり、作物
を育てたりすることが好きです。 手書きのフォントは文章以上に者
を語っている気がします。 働き始めてから、遠のいてしまった可愛
い雑貨や、お洒落をまた楽しみたいなと思ってます。 趣味でどくだ
み化粧水を作ったり、畑をしています。 宜しくお願いします。

あんみつ姫さん
古都みやび通り 158番地 2021年1月31日まで

女性
50代

ヨガ、読書、音楽鑑賞、国際交流（以前は留学生
のホストファミリーをしてました）

のんびり散歩がてらカフェや本屋巡りをしたり、おうち
で愛犬とまったり過ごす時間が好きです。文通も昔よく
していました。懐かしくなって入村しました。色んな方と
ご縁がありますように。

美貴てぃさん
どさんこ通り 296番地 2021年1月31日まで

女性
30代

ディズニー、ハンドメイド、文具、吹奏楽、映画、海外ドラ
マ、写真、散歩、温泉、旅行、カラオケ

はじめまして。 昔よく文通してて、懐かしく思いました。
多趣味で、広く浅くが多いかもしれません。 色んなお話
しができたら嬉しいなぁと思っています。 よろしくお願い
します。

麦さん
お江戸通り 921番地 2021年4月30日まで

女性
20代

読書（川上未映子、谷川俊太郎、瀬尾まいこ、村上春樹、
多和田葉子）、音楽（スピッツ）

好きな言葉、面白いフレーズを交換するような文通がしたいです。
気持ちのほどける言葉、魂に火をつけてくれる言葉、ロマンチック
な言葉。それらを見つけるのが得意な方、必要としている方。ぜ
ひ文通しましょう。 よろしくお願いいたします。

アイルーさん
相模ハマっ子通り 462番地 2021年1月31日まで

男性
30代

ゲーム、音楽鑑賞（主にZARD）、読書（漫画も
含む）

はじめまして、日々の暮らしに、少し温かな風が吹いてくれること
を願っている者です。 境界性人格障害及び双極性障害二型を患っ
ております。 どのような話題でもどのような方でも歓迎します。
どうぞ宜しくお願い致します。

穂さん
琵琶湖通り 58番地 2021年1月31日まで

女性
20代

博物館全般、読書(ミステリ・ファンタジー)、文房
具、歴史、着物

子どもの頃に好きだった文通を、大人になってまた始めたいと思い
ました。便箋とペンを選んで机に向かう時間が好きです。趣味が
合う合わないにこだわらず、色々な人のお話を伺いたいと思ってい
ます。よろしくお願いします。

カワウソさん
なにわ通り 440番地 2021年4月30日まで

男性
50代

筋トレ、星空観察

我武者羅に働いて気付けば50代半ばになっていました。今の自分
から仕事をとると、何もないことに「ゾォー」としてます。35年間続
けて来た筋トレは楽しい趣味というよりも、苦行でしかなかった様
な気がします。学生時代に文通していたことがあり、また見知らぬ
方と手紙を交わせたら楽しいだろうなぁと思っています。字は下手
で稚拙な文章しか書けないけれど、よろしくお願い致します。
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ヤマカワさん
なにわ通り 441番地 2021年1月31日まで

女性
20代

ラジオ、読書、ドラクエウォーク、料理

兄のマッチングアプリスピード婚の反動でゆるやかな人
付き合いをしたくなり登録しました。気軽に、一方的に、
（好きな鍋料理など）いろいろ送りあいましょう。 よろ
しくお願いします！

しゃんぷーさん
ピーナッツ通り 394番地 2021年1月31日まで

女性
10代

アニメ鑑賞、映画鑑賞、ジブリのグッズ集め

楽しく文通できたらと思います！よろしくお願いします！
アニメや映画をよく見ます^^* 昔からジブリが大好きで
す。

桜餅さん
お江戸通り 923番地 2021年1月31日まで

女性
50代

読書、パン作り、音楽鑑賞、

はじめまして。小学校時代、文通をしていました。子育
ても落ち着いて、自分の時間を持てるようになりました。
手紙を待つワクワク感を楽しみに、また文通をしたいと
思いました。よろしくお願いします。

麺次郎さん
なにわ通り 442番地 2021年1月31日まで

男性
20代

映画鑑賞、音楽鑑賞、オモチャ

元々手紙のやりとりが好きで、見えない人との文通に憧
れがありました。主に身の回りのお話ができたらなと思
います。よろしくお願い致します。

凪さん
どんたく通り 224番地 2021年1月31日まで

女性
20代

アニメ、映画鑑賞、読書（漫画、小説）、音楽を
聴くこと、楽器、写真、絵描き

はじめまして。文通は長年祖母と行っていましたが、今は文字を書
くのが大変なようで、あまりやり取りができていません。そんな時、
他にも文通の相手をして下さる方を探してみようと思いこの文通村
に出会いました。年齢性別問わず、日常のふとした事や趣味、何
気ないお話など色々やり取り出来たら嬉しいです。よろしくお願い
致します。

サラさん
きびだんご通り 5番地 2021年4月30日まで

女性
40代

読書、映画鑑賞、手芸、スポーツ観戦

近所に住む高齢の両親の手伝いと自粛の為、現在仕事を辞めてい
ます。 外界との関わりが減り、時間の使い方も下手になり、やる
気がなくなってきつつある今日この頃。また好きだった文通を始め
ようと思い立ち入村しました。

せきようさん
お江戸通り 924番地 2021年1月31日まで

男性
50代

読書（漫画も）、低山登山、手抜き料理、散文書き、絵描
き、ラジオ、近場を食べ歩き、ゲームなど

コロナ禍ということもありますが、家の事情で少々こもり気味な状
態であり人と関わりがほとんどありません。ふと、「文通してみる
か」と思い登録しました。、 特に相手にこだわりがなくどのような
方でもＯＫです、近くで起きたこと、四季のこと、生活の事、手
抜きな料理のことなど色々たわいもないやりとりができたら良いと
思います。

詩乃さん
杜の都通り 145番地 2021年1月31日まで

女性
20代

着物、一人旅、一眼レフ、音楽鑑賞、映画鑑賞、
喫茶店めぐり、料理

はじめまして、詩乃(しの)といいます。 私は、美しいものに触れる
瞬間が好きです。 空の青さだったり、冬の澄んだ空気の美味しさ
だったり、そういうのを手紙で一緒に分かち合えたらな、と思って
入村しました。 一方で、アニメやゲームも好きですし、婚活真っ
只中なので、お互い励まし合える方ともやり取り出来たら嬉しいで
す！ 文通は初めてですが、よろしくお願いします！

Dollyさん
どんたく通り 225番地 2021年4月30日まで

女性
30代

ゲーム、筋トレ、可愛いもの集め、紅茶、ロリィタ、FF14、
英語、宝塚、旅行、温泉、ガンプラ

初めましてドーリィです。可愛いものが好きです。 ゲームはRPG
が好きで、見た事のない物や知らない事を知るために旅行に行く
のが好きです。あとは、英会話の勉強中です！ ささいな日常の会
話や、趣味の話、全く違う趣味の方でも楽しくお話しできたら嬉し
いです！ロングレター、ミニレター、ポストカード大歓迎です。誰
かに手紙を書きたくなったら、ぜひ！

小春さん
六甲通り 311番地 2021年4月30日まで

女性
30代

読書（漫画、小説）映画鑑賞、加藤和樹、ミュージカル、
御朱印、ゲーム（スマホゲーム、あつ森）

初めまして。30代の社会人です。文通を通して、いろんな年代の
方とお手紙のやり取りがしたいと思って入会しました。漫画を読む
のが大好きなインドア派です。最近はダイエットを始めて、月４回
ホットヨガに通ってます。趣味の話や日常の話、恋バナなどなん
でもやりとり出来ると嬉しいです。よろしくお願いします♪
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まいころさん
いよかん通り 54番地 2021年4月30日まで

女性
40代

文房具、手帳、手紙、文具屋めぐり、読書、ネコ

昔から手紙を書くのが大好きです。 お気に入りの文房具
を使って、楽しく文通ができるといいなと、思っています。
今はネコと暮らしています。

ゆんゆんさん
相模ハマっ子通り 430番地 2021年10月31日まで

女性
30代

日記を書く、お絵描き、さんぽ（時々）、音楽鑑
賞

はじめまして！らじおを愛する女性です！ひとりぐらし
してます。誰かとつながりたくて、入村しました。多く
の方とはつながれないけど、たのしくしたいです。メン
タル持ちです。お手紙待ってます！（初めは少人数で）

ウォンバットさん
ピーナッツ通り 353番地 2021年4月30日まで

女性
40代

読書、ペットと遊ぶこと

はじめまして。昨年から難病を患い、闘病中です。今は病状は落
ち着き、大変元気にしていますが、コロナ禍になり、病気の再発
防止の為に仕事は辞めざるを得ませんでした。現在は家で読書三
昧です。時間がたっぷりあるので、文通も楽しめるのでは♪と思い、
入会しました。色々なお話をしてみたいです。どうぞ宜しくお願い
します。


