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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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ほのか（旧あかにゃんこ）さん
ちょるる通り 17番地 2021年5月15日まで

女性
40代

紙もの、マンガ、アニメ、システム手帳、モルモッ
ト

マスキングテープ（特に海外の）や紙ものが大好きで、たくさん
集めています☆7歳と6歳の息子がいます♪可愛いもの大好き。バ
ラエティ、お笑い、ドラマ、アニメ、海外ドラマも大好きです！子
育てのこと、趣味のこと、恋愛でも、なんでも話せると嬉しいで
す♪

みとんさん
どさんこ通り 152番地 2021年12月15日まで

女性
20代

文房具収集、お絵かき、おしゃれ、手帳やノートに
文字を書くこと、ゲームなど

2才の娘がいる主婦です。 よろしくお願いします。 ☆レ
ターセットは自作のものか 100円ショップのものが多い
です。

りんさん
なにわ通り 272番地 2021年5月15日まで

女性
30代

料理、映画鑑賞、読書(アニメや漫画も)、短いお話や詩を
作ること、(少し前までは旅行も……)

鬱と不眠の専業主婦です。過ぎゆく日々を何か形として残る繋がり
や楽しみに出来れば素敵、と思い文通を始めてみました。小さな
蕾が花開いたのを見つけた時や、通りがかったお店から甘く優しい
香りが漂ってきた時。そんな生活の中の小さな彩りをお手紙でそっ
と交換しあいませんか？季節のカード等も大歓迎です！ (当方NG
話題無しですが、もし苦手な話題等あればお教え置き下さい！)

さんちゃんさん
越後通り 75番地 2021年5月15日まで

男性
50代

読書、ドライブ

日本史が好きで、歴史上の人物をたずねて各地を訪れ
たり、当地の美味しいものを食べることにはまっていま
す。 船で世界旅行がしてみたいです。

クマキチさん
しゃちほこ通り 267番地 2021年2月15日まで

女性
40代

手紙を書く事。クロスステッチ。音楽鑑賞。掃除と
洗濯。

和楽器バンドが大好きな40代です。 他に、 クロスステッチが大好
きで、何かしら縫っています。 鬼灯の冷徹が好きです。あとは、
鬼滅も好きです。 そんな人たちとつながりが持てたらと思ってい
ます。

翼の治療中さん
とちおとめ通り 107番地 2021年2月15日まで

男性
50代

バイクツーリング、車でドライブ、スポーツ観戦・プレイ、
遊園地、スイーツ、好奇心旺盛です！

デジタルもいいけど、アナログ的な事もいいと今回、仮村人？に
なりました。年代・既婚等問わず、いろんな人と趣味の話しや困っ
ている時に相談したり…。好奇心旺盛なので、趣味とか合わなく
ても、興味持ってくれたらまずは気楽にスタートしませんか？ 字は
余り上手いとは言えないですが頑張って書きます。 よろしくお願い
します。

くにこさん
お江戸通り 922番地 2021年2月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、KPOP、YouTubeを見ること、散歩、
演劇、舞台鑑賞、日記、文房具

はじめまして。くにこと申します。今は自宅療養中で、なかなか外
に出られないため、文通を始めてみることにしました。顔が見えな
いお相手だからこそ打ち明けられることもあるかと思います。そん
な、唯一の素敵な関係性の中で、日常を共有できると嬉しいです。
年齢、性別、問いません。肩の力を抜いて気軽に出来ればと思い
ます。よろしくお願いします。

ちひろさん
しゃちほこ通り 341番地 2021年2月15日まで

女性
30代

散歩、一眼レフ、パン屋巡り、旅行、映画、ゲーム（RPG)、
漫画、食べ歩き、バナナマン

はじめまして、2021年の春に第一子を出産予定の主婦です。 もと
もとお友達や家族に手紙を書く事が好きでしたが、時代とともに機
会も減ってしまい、少し寂しく思っていました。 色んなことに興味
があります。 年齢や性別気にしません。趣味を越えて色んな方と
やりとりをし、自分の世界も広げていきたいと思っています。 どう
か素敵なご縁に恵まれますように。
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ヨンカさん
うつくしま通り 103番地 2021年5月15日まで

女性
30代

読書、小説を書くこと(一次創作・二次創作どちら
も)、同人活動

趣味にある通り、小さい頃から文章を書くことが好きです。長らく
タイピング専門でしたが、このごろ手書きの魅力に目覚めました。
最近始めたのはダイエット、やさしい筋トレ。猫を一匹飼っていま
す。日々の何気ないお話を聞かせてくださる方、受け止めてくだ
さる方とやりとりしたいです。

ぽちゃコジさん
なにわ通り 443番地 2021年5月15日まで

女性
20代

読書、食べること、音楽鑑賞

私は最近人と話すことが楽しいです。色んな想いを聞いたり、私
が思ってもみないことを思っていたり、反応が面白かったり。でも
時々、会っていない時間がその人の真実かもしれないと思いました。
そして、必死に思いを文章にする文通で心を通わせてみたいと思
いました。日々の思ったことのお話や、なんでも手紙で話してみた
いです。よろしくお願いします。

菊さん
相模ハマっ子通り 464番地 2021年2月15日まで

女性
30代

服作り、モード、アート、インテリア、本、HUGGE、テキ
スタイル、映画、かもめ食堂

『パンとスープとネコ日和』や『ひとりごとエプロン』など、日常を
描いていて、料理が出てきて北欧などのインテリアで優しさがあ
る世界が落ち着いて好きです。 最近は服を作ったり、衣食住を自
分で作ることが楽しいです。 バイリンガルニュースの二人みたいな
関係も好きです。 些細な出来事や季節のことなど穏やかなやりと
りが出来たら良いなと思います。よろしくお願いします。

沙耶さん
お江戸通り 927番地 2021年2月15日まで

女性
20代

お絵かき、ゲーム、アニメ、美味しいものを食べ
ること

夫とウサギの三匹暮らしの主婦です。普段人とあまり関わることが
なく、のんびりとお手紙のやりとりをしたいと思い登録してみまし
た。 絵はイラストや油絵をメインで描いてます。プレステのゲー
ムもしますが、スマホのゲームも好きです。 普段からおしゃべり
な方で、日々の些細なことでも話せる方と出会えたら嬉しく思いま
す。よろしくお願い致します(=ﾟωﾟ)ﾉ

ふぐりさん
どんたく通り 228番地 2021年2月15日まで

女性
60代

美術館、博物館、図書館、散策、ネコ、ときめく
物探し

仕事半分、遊び半分の自由な生活を楽しんでいます。
年代の近い方、遠い方、様々な考えや価値観など持ち
前の好奇心で少しでも成長出来たらと思っています。 昨
今の封筒便箋の美しさにも魅了されています。

すけあくろさん
どんたく通り 229番地 2021年5月15日まで

男性
30代

読書、御朱印、マンホールカード

【初心者歓迎】転職を機に手紙を書く機会が増えました。
小説｢ツバキ文具店｣を読んでより手紙についての興味が
増している時に文通村を知りました。始めたばかりの初
心者ですがどうぞよろしくお願いいたします。

めろでぃさん
お江戸通り 928番地 2021年2月15日まで

女性
20代

お絵描き、ぬいぐるみ、サンリオ、ラジオ、嵐、
ごはん、野球観戦(野球は勉強中です)

はじめまして。初めて文通をするので、ドキドキしています。キャ
ラクターなどかわいいものが大好きです。ラジオも好きで、お笑
い芸人さんのラジオをよく聴きます。趣味が合う方も、そうでない
方も、いろいろな方と手紙を通じてのんびりまったりとお話したい
です。よろしくお願いします。

はなびらさん
なにわ通り 444番地 2021年11月15日まで

女性
60代

フラワーアレンジ　ガーデニング初心者 キーボードを弾くこ
と　歌うこと わんこ大好き

いろんなことに手を出しているわたしですが 加えてボランティアも
いろいろやり、またやり始めます 好奇心旺盛ないわたしですが、
人のあたたかさも欲しくなり入会しました、よろしくお願いします
夫婦＋一匹くん

karenさん
古都みやび通り 159番地 2021年2月15日まで

女性
20代

アニメ/ドラマ/食べること/文通/

こんにちは♡ 0歳児のママで専業主婦をしています 20歳で成人式
を控えています 紙モノ/シール/リゼロ/ハイキュー/ワンピー
ス/RADWIMPS/マイヘア/クリープハイプ/お菓子(チョコレート)が大
好きです 男女関係なくどなたでもお手紙待ってます♡ よろしくお
願いします(๑ơ ơ)♡

ボブさん
相模ハマっ子通り 465番地 2021年5月15日まで

女性
30代

猫、パソコン、ドライブ、晩酌、ラジオ、読書、

はじめまして、ボブと申します（髪型がボブです）。夫と猫2匹と
暮らしています。小さい頃、親戚から届く年賀状や暑中見舞いの
お手紙が嬉しくて、またあのワクワクを体感したいな、という思い
から入村させていただきました。よろしくお願いします。好奇心旺
盛ですが、人見知りなほうです。バイクに乗って近所をぶらぶら買
い物したり、川沿いで夫とお弁当を食べるのが好きです。
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いちこさん
なにわ通り 445番地 2021年2月15日まで

女性
40代

読書、映画鑑賞、料理、音楽

はじめまして。いちこと申します。 読書や映画が好きです。あと、
食べることも大好きです。 本や映画のこと、それ以外でも、日常
なかでふと思うこと、たわいもないことを、ゆるやかに穏やかに交
換したいです。 性別年齢を問わずに、幅広く交流できたらうれし
いです。 よろしくお願いいたします。

にこにこさん
桜島通り 59番地 2021年5月15日まで

女性
40代

レターセット＆文具集め、読書、音楽鑑賞、国内
＆韓国ドラマ、ティータイム、温泉

文通に関する事が大好きな４０代の専業主婦です。小２の娘がい
ます。日々、穏やかな暮らしを目標に暮らしております♪お互いの
趣味が違っていても、普段の何気ない会話からハマっている事、何
でも気軽にお話出来たら嬉しいです。幅広い年代の方々とも交流
してみたいです。丁寧で温もりのあるお手紙のやり取りが出来た
ら良いですね♪よろしくお願いします。

ゆうりんさん
相模ハマっ子通り 466番地 2021年2月15日まで

女性
40代

カラオケ、音楽鑑賞、ギターを弾く、どう森をやる、食べる
こと、ドライブ、スヌーピーグッズ集め

初めまして。過去に15年位文通していたことがあったのですが、
最近になってまた文通がしたいと思い、この文通村に辿り着きまし
た。性別、年代は問いません。色々なお話ができたらいいなと思っ
ています。それから、好きなアーティストがスピッツなので、スピッ
ツの話もできたらなと思っています。どうぞよろしくお願いします。

さえさん
お江戸通り 699番地 2021年5月15日まで

女性
30代

絵描き（オリジナル）、プロ野球観戦、恋話、プレゼント
交換、ディズニー、コスメ、文通（長文）

皆さま初めまして！さえと申します☆絵を描くのが大好きで創造の
イラストやマンガを描いてます♡他にも恋バナや可愛いもの・プレ
ゼント交換等大好きです♡同じ趣味の方いませんか??なるべく歳
の近い女の子のみで!!!毎回明るく楽しい長文な手紙を書いていき
ますね★沢山のお手紙、お待ちしておりますねぇ♡♡さえでした!!

きよっちさん
どさんこ通り 297番地 2021年2月15日まで

女性
30代

カラオケ、お酒、お笑いを見る、映画鑑賞、読書、
温泉、リラックマ好き

文通してたいなと思って探していたら、こちらを見つけました。旦
那と犬と一緒に0歳の子を育てながら働いています！なかなか1人
の時間も持てないので、せめてお手紙を書く時はゆったり素敵な
時間にしたいと思っています。リラックマやすみっコぐらしなど可愛
いものが好きです(*´ч`*)趣味が同じ方も全然違う方も、いろんな
方とやり取りしたいです。

岬さん
お江戸通り 929番地 2021年2月15日まで

男性
60代

着物、読書、アニメ、二胡、バイク、カメラ

子供の頃よりアニメが好きで、職業にしてしまいました。
衣食住、須らく古いものに惹かれる自由人。

甘夏さん
きびだんご通り 90番地 2021年5月15日まで

女性
20代

読書、アニメ、ゲーム、大人の塗り絵、執筆(二次小説・シ
ナリオ)、文房具集め、ペン習字

右往左往の日々を送る、社会人3年生です。本好きが高じて、児
童書に携わる仕事をしています。入村を機に、ペン習字教室に申
し込みました。道のりは長いですが、美文字を目指して頑張りま
す！趣味年齢問わず、ゆったり楽しくやりとりしたいです。

舞妓さん
ピーナッツ通り 311番地 2021年2月15日まで

女性
30代

レターセット集め、園芸、手芸、映画、紅茶、スタバ、読書、
小旅行、電車(子供からの影響)

はじめまして☺︎30代前半の舞妓と申します。文通や字を書くこと
が大好きなのですが、機会が減ってきたため登録しました。雑貨
店などで素敵なレターセットを見るとわくわくします。子育て中で
趣味もまだまだのんびりペースでしか楽しめていませんが、、同
じようなご趣味の方などとお話しできたら嬉しいです。 (男性はご
めんなさい。申し訳ないですが、漫画も分かりません。。)

しのにゃんこさん
相模ハマっ子通り 467番地 2021年2月15日まで

女性
40代

読書、料理、ワイン、ファッション、クラシック、ネ
コと遊ぶこと

はじめまして！ 私は、ワインとお洋服とネコをこよなく愛する、も
うすぐ50歳です。家族は夫とネコと私の3人です。 温かいものが
おいしい季節になり、週末はワインにどんなお料理を合わせようか、
日々楽しみに過ごしております。 皆さんは生活の中にどんな幸せ
を見いだしますか？幸せ自慢をお聞きしたいです。 どうぞよろしく
お願いします！

もーさん
お江戸通り 930番地 2021年5月15日まで

女性
30代

裁縫、刺繍、ミシン、日記を書くこと、映画鑑賞、
カフェに行くこと、読書

2児の母をしています。昔から手帳や日記を書くことが好きで、学
生の頃はよく友達と手紙を書きあったりしていました（笑）普段
中々交流できないような様々な年代の方と文通できればと思いお
試し入会しました。（もちろん同世代の方も！）最近の趣味は娘
の服を作ること、刺繍、毎日手帳を書く事などです。毎日バタバタ
していてなかなか時間がないですが。どうぞよろしくお願いしま
す^ ^
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みーさん
相模ハマっ子通り 468番地 2021年5月15日まで

女性
30代

TV鑑賞、コーヒー、音楽、純喫茶

手書きで文字を書くことが好きなのですが、なかなか手
紙のやり取りをしてくれる知人がいないので登録しまし
た。メールやLINEのやり取りではなく、時間をかけて手
紙を待つ時間を楽しめたらなぁと思っています。

ばにーらさん
お江戸通り 931番地 2021年5月15日まで

女性
50代

演劇、映画、カフェ巡り、自転車、旅行、キャンプ、バスケッ
ト、ギター、アクセサリー作り、

お芝居や映画を観たり、自然の中でのんびりしたり、カ
フェでゆったりした時間を過ごすのが好きです。

葵衣さん
彩の国通り 425番地 2021年2月15日まで

女性
20代

カメラ、旅行、カフェ巡り、ドライブ、映画鑑
賞、Mr.Children、読書、文房具集め

はじめまして。今年に入り、世の中の情勢だったり、転職や恋人と
の別れで自分の身の周りの環境もガラッと変わりました。一人の
時間を長く過ごす中で、思いを言葉にするっていいなぁと改めて気
付き、文通を始めてみたいと思いました。また、文通を通して
色々な方と繋がることができたら嬉しいです。 よろしくお願いしま
す。

カレルさん
茶畑通り 182番地 2021年2月15日まで

女性
40代

読書、コンサート、ショッピング

はじめまして。文通は、すごく久しぶりで、手紙を書く
こともほとんどなくて、懐かしいなぁと思って、登録しま
した。特養で介護士をしています。女性の方希望します。

こずえさん
しゃちほこ通り 343番地 2021年5月15日まで

女性
30代

ファッション、古着、フィルムカメラ、ゲーム実況
動画、リメイク、カフェ巡り

旦那とチンチラと暮らしながらモードファッションが好きでリユース
業界で勤務しています。散歩しながらフィルムカメラで風景を撮る
ことが最近の楽しみです。誰かの日常や感性を知ってみたい好奇
心があるので楽しく文通できたらいいなと思っています！

CHIKiさん
しゃちほこ通り 344番地 2021年5月15日まで

女性
30代

アクセサリー作り、ペット、カラオケ、百均、カフェ巡り、
テーマパーク、アニメ、ボカロ

趣味でアクセサリーを作っていたり、ネットで配信をしたり、たま
にネットで声の表現をしています。 犬猫フクロウを飼っています。
昔から手紙を書くのが好きで文通のやり取りをしていた事もあり懐
かしくなりました。

けいさん
越中通り 49番地 2021年2月15日まで

女性
50代

お散歩/カフェ/音楽観賞/白ワイン/焼き鳥·串カツ/バス·電車
での近隣プチ旅行

50代の仲間入りをしました。普段は、事務の仕事をしております。
自分の時間が増え、お手紙を書いてみたいなあと思いました。美
味しいコーヒーとチョコレートを食べながら、のんびり文章を考え
たいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

シルバさん
お江戸通り 932番地 2021年2月15日まで

男性
20代

映画、海外ドラマ、アニメ、読書、ゲーム、芸術、
ヴァイオリンを弾く、小説を書く

はじめまして、社会人３年目ぐらいの独身男性です。雨の中ラン
プを灯しながら待ちわびた手紙を読むような、そんなゆったりとし
た時間があったらいいなとおもって入村しました。雨の青白い音や
雪のふわふわとした白い空気が好きです。気が合いそうな人がい
たらぜひお話してみたいです。

のんのんさん
彩の国通り 426番地 2021年5月15日まで

女性
40代

文具(シール、マステ、スタンプ)、ハンドメイド、
折り紙、ドラマ

14歳娘・7歳息子のいる兼業主婦です。娘は吹奏楽、息子はピアノ
をやっています。私は全く経験はないですが子供達と一緒に音楽を
楽しんでいます。 シールやマステが大好きでついつい集めてしま
います。 女性限定で子育ての話や日常の話、趣味の話、色々お話
したいです。 宜しくお願いします。

旅人さん
ちょるる通り 59番地 2021年5月15日まで

男性
60代

音楽全般、歴史旧跡、星空鑑賞

スマホやパソコンでのメールやりとりの中、忘れかけた
文通もいいなあと思い入村しました。
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よなちゃんさん
お江戸通り 933番地 2021年2月15日まで

男性
40代

旅行、アート観賞、ランニング、瞑想

デジタルでは体験出来ない、温かいアナログな手紙の
やり取りを体験したくて入会致しました。哲学やアート、
サブカルまで文化的なコトモノが大好きです。ランニン
グも趣味で、毎年フルマラソンに出場しています。

ぽんたぬこさん
いよかん通り 55番地 2021年2月15日まで

女性
50代

鳥見、神社仏閣巡り、写真を撮る、歌う、手芸、
工作、ドライブ、知らないところ探検。

還暦間近にして、まだ叶えてない夢に向かってあがいています。
何でも広く浅く、色んなことに興味があります。死ぬまでに、1つ
でも多くのことを見聞きし体験したいと思っています。 休みの日は
カメラを持って、鳥や虫や草花や景色を撮って楽しんでます。海や
山でボーっとするのも好きです。コンプレックスは字が下手な事。
きれいな字のお手紙は書けません。ごめんなさい。

菊池整さん
お江戸通り 934番地 2021年2月15日まで

女性
10代

音楽、料理、人間観察、YouTube

最近、文字を書く機会がめっきり減ったように感じます。大学に入っ
て、板書や課題は専らノートパソコン派。それはそれで、整然と並
んだ文字を眺めるのが好きなのでいいのですが、たまには紙に文
字を書きたくて、漢字練習では味気ないのでせっかくなら誰かのた
めに書いてみようと思いました。どうぞよろしくお願いいたします。

朝散歩さん
お江戸通り 935番地 2021年5月15日まで

男性
30代

散歩、日記、将棋、ヨガ、読書、映画、画
集、You Tube、Netflix

商社でデジタルの仕事などをしております。 忙しない世界に少し
疲れてしまい、その反動で、一人で集中する趣味が増えました。
独りの趣味も楽しいのですが、緩やかに丁寧に人と交流したいなー
とも思いまして、登録させて頂きました。 どうぞよろしくお願いい
たします！ ※英語と中国語も可能です。

とまとさん
なにわ通り 446番地 2021年2月15日まで

女性
20代

葉書・便箋収集、仕事の勉強、寝る、料理

20代、社会人です。恩師、友人、母に人生の節目や季節ごとに手
紙を書くことはありますが文通は初めてです。集めた葉書や便箋
を使えたらなぁ、趣味が欲しいな、気分転換になればな…と思い、
辿り着いたのが文通でした。よろしくお願いします。

もみっちさん
六甲通り 312番地 2021年5月15日まで

女性
30代

読書（特に絵本、児童書、サスペンス、ミステ
リー）、チョコレート、スヌーピー

はじめまして！2人の男の子を育てています。 子育ての日々の中、
ほっとひと息つける時間が欲しいなぁと思い入村しました。文通は
初心者ですが、小さい頃からお手紙を書くことは好きでした。少し
でも趣味の合う方がいらっしゃったら、年齢問わずぜひ文通したい
です。どうぞよろしくお願いします！

月子さん
しゃちほこ通り 345番地 2021年2月15日まで

女性
20代

アニメ、漫画、ゲーム、絵描き、コスメ集め、
猫.TRPG

介護職をしている20代半ばのゆるゆるうーまんです。 普段は猫を
撫でながら美味しいものを食べてTRPGをしています。 コスメを集
めるのが好きで最近は中国コスメにハマっています。 ゲームは絶
賛あんスタ好きなのでお話できる人だと嬉しいですが全然趣味も
年齢も違う人とお話して世界を広げてもみたいです。

シリウスさん
きびだんご通り 91番地 2021年2月15日まで

女性
40代

読書、片付け、美術館、博物館巡り、神社仏閣巡
り、星占い、ミニチュア集め

夫と二人で暮らしています。蚤の市や古道具屋巡りが好
きです。食べることも好きです。のんびりと手紙のやり
とりができたらいいなと思っています。女性限定でお願
いします。

ふみさん
どんたく通り 230番地 2021年2月15日まで

女性
20代

読書、文章を書くこと、ランニング、アニメ鑑賞

手紙が恋しくなって入会しました。 ちょっとしたことでも、
人の書くものは物語のようで面白いなと思います。好き
なことや、日常の何気ないことを書いて文通したいです。

岬さん
お江戸通り 936番地 2021年5月15日まで

女性
20代

アニメ・漫画、ゲーム、手芸、洋裁、一眼レフ、お
絵描き、ギター

20代会社員です。手書きのあたたかさを感じたくて登録しました。
多趣味で色々やってますが、最近のマイブームは編み物です。日
常のことや趣味、なんでも自由にお話ししたいです。様々な年代
の方とお話し出来たらなと思っています。見聞を広めたいので、趣
味が合わない方でもやり取りできたら嬉しいです。
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枢密院副議長さん
彩の国通り 427番地 2021年11月15日まで

男性
50代

英語、仏語、中国語、落語、歴史、読書、写真、鉄道、飛
行機、キャンピングカー、昼寝、地方自治

面倒くさがり屋な私でも文通が続くか心配ですが、デジ
タル社会にあってもアナログ感覚を好む私の、新たな挑
戦です。

ヒロさん
お江戸通り 937番地 2021年5月15日まで

女性
40代

読書、カフェ巡り、登山

SNSとは違う手紙の良さを感じたかったのと、字を書くこ
とが少なくなったので、機会を作ろうと思いました。日
常の何気ない事など手紙でやりとり出来たらと思います。

ゆうだまさん
日向の国通り 39番地 2021年5月15日まで

女性
40代

猫、ピアノ、水曜どうでしょう、嵐、ドリカム、ラ
ジオ、スタバ、パソコン、コンサート

実家でぬくぬく、両親、弟とゆったり暮らしています。先月21歳ま
で生きた愛猫を今も想いながら過ごしています。ピアノは小学生
の頃少し習っていましたが、4年前に一念発起！再び習い始め、と
にかく上手くなりたい、10年、20年続けたい、と頑張っています。
水曜どうでしょうや、嵐など好きなものたくさんです。好きなもの
のことを楽しく、時には悩みも手紙で話せたら嬉しいです。

ひるるさん
古都みやび通り 160番地 2021年5月15日まで

男性
20代

読書、英語学習、散歩

初めまして。仕事の空いた時間に趣味として何かをした
いと思い、文通を始めてみました。まったくの初心者で
すが、何卒、よろしくお願いします。

芙蓉さん
上州三山通り 91番地 2021年5月15日まで

女性
30代

韓流ドラマ 映画 読書 美容

小6の息子と暮らすシングルマザーです。息子は軽度のADHDです。
そして、私は長年勤めていた会社を辞め転職したばかりです。イ
ンドア派であまり相談する相手もいないので、文通を通して相談
や情報交換したいです。宜しくお願いします。

あきらさん
ピーナッツ通り 396番地 2021年5月15日まで

女性
20代

語学、読書、映画、漫画、音楽、猫、海

文系の大学2年生です。SNSの目まぐるしさに少し疲れたので、文
通で温かく人と繋がれたらいいなと思って始めました。字も文章も
拙いですが、よろしくお願いします。 参考までに、最近読んだお
気に入りの本は川上未映子さんの「夏物語」です。おすすめです！

ぽたんさん
越後通り 104番地 2021年5月15日まで

女性
40代

文房具屋・100均巡り、手帳、日記、YouTube鑑
賞

2歳になる男の子のママです。子育てと仕事の合間に、
文通を通してお話ししたいなと思って入村しました。文
房具や手帳が好きです。また、仕事は介護職に就いて
ます。宜しくお願いします。

みずいろさん
杜の都通り 146番地 2021年5月15日まで

女性
30代

読書、映画、カフェ、パン、落語、舞台、ドラマ、
文房具、コスメ、美容、星野源さん

はじめまして。遅筆乱筆ですが、ずっと気になっておりとうとう申
し込みました！ 小学生の男子(発達グレー)のママですが、自分の
趣味や時間を大事にしたいと思っています。もうすぐ40代です。
カフェはコーヒー、純喫茶、プリンが好きです。映画は邦画、落語
や舞台は今年はまだ行けていません涙。 今季ドラマは恋あた、ル
パンの娘、恋母、朝顔、極主夫、通期エールみてます。

wasuretaさん
お江戸通り 938番地 2021年2月15日まで

男性
80代

wasureta

wasureta

ハルさん
いよかん通り 56番地 2021年2月15日まで

女性
20代

写真

そのへんのおなご
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テラチさん
お江戸通り 939番地 2021年2月15日まで

女性
30代

読書(小説、漫画)、喫茶店巡り、香水、服、映画、
ドラマ、アニメ、食器、文房具

様々な方と文通がしたくて入会しました。可愛いレターセットが好
きで、集めた便箋にお気に入りの万年筆で手紙を書くのが楽しみ
です。読書が趣味で小説や漫画であればジャンル問わず読みます。
好きな本は百鬼夜行シリーズ、八本脚の蝶、天冥の標シリーズ、
ポワロシリーズ、黙約、三体などなどです。文通で趣味の話やそ
れ以外の話を楽しくやり取りしたいです。どうぞよろしくお願いし
ます。

しあわせつかささん
信濃通り 119番地 2021年2月15日まで

女性
30代

料理、読書、お酒、スポーツ、ダーツ

文字を書くことが好きです。今は様々なバイトをしながらフリーラ
イターを目指し勉強中です。読書も好きです。色んな趣味の方と
つながりたいと思っています。 同年代はもちろんですが、歳の離
れた方とも繋がりたいと思っています。色んなことを感じたり吸収
できたらいいなと思います。よろしくお願いします！

ちゃんさんさん
お江戸通り 940番地 2021年2月15日まで

女性
20代

刺繍、ハンドメイド、ゲーム、音楽、読書、猫、
アニメ

はじめまして。 人と関わることは苦手なのに、人と関わりたいと思っ
てしまう私を許してくれる方や、同じように私に何かを求めてくだ
さる方と繋がりたいです。 世代性別嗜好問いませんので、ぜひよ
ろしくお願いします。 会社員、既婚子なし、猫2匹 レジン、ネイル、
クロスステッチ 心療内科に通院中の心が弱い大人ですが ゆるりと
ふわりとお話しませんか。

yuckeyさん
お江戸通り 942番地 2021年5月15日まで

女性
40代

アロマ、ハーブ、手作り石けん、旅、写真、野球
観戦、占星術、ヨガ、グルメ

はじめまして。好奇心旺盛で趣味が多く、特に香りが大好きで、
生活の一部となっています。最近は西洋占星術にはまっています。
私の知らない事も知りたいです。たくさんの「ふみ友」さんと繋が
りたいです。よろしくお願いします。

むぎとこめさん
伊勢通り 86番地 2021年5月15日まで

女性
20代

ポストカード、舞台観劇、音楽鑑賞、合唱、ピアノ、芸術、
文字を書くこと、言葉、旅行、散歩

こんにちは。社会人３年目のむぎとこめです。文字を書くことや言
葉でどのように伝えるかを考える時間が好きです。好奇心旺盛で
沢山の人から色々な世界を知りたいという思いがあります。趣味
の事やそれ以外の事、ジャンルを問わずにお話しができたら嬉しい
です。心がほっこりと温まるような優しいお手紙やポストカードの
交換が出来ることを楽しみにしています。よろしくお願いします！

ルースさん
彩の国通り 428番地 2021年5月15日まで

女性
30代

ツーリング、映画鑑賞、読書、美術館巡り、ゲーム
(据え置き型)、語学

美味しいものと美しい風景を求めてバイクで出かけることが好きで、
静かな場所で人生や社会との関わり方について思いを巡らすこと
が多い30代既婚女性です。普段は会社員として働いており、夫と2
人で気ままに暮らしています。手紙を通じて新しい繋がりを持ちた
いと思い、入村しました。性別・年代問わず、ゆっくりやり取りを
続けられれば嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。

すこーんさん
なにわ通り 448番地 2021年2月15日まで

男性
30代

映画鑑賞、読書（書籍、漫画）、ゲーム、外食、
アニメ鑑賞

初めまして。すこーんと申します。 趣味の方は現代人としては月
並みなものばかりかもしれませんが、ゲームに関してはPS4
とSwitchを所持しております。アクションやRPGが好きです。 外
食は特にラーメンとカレーに目がありません。 同年代の方も、も
ちろんそうでない方も、楽しく文通できればと思います。 どうぞよ
ろしくお願い致します。

ちびすけっとさん
もみじ饅頭通り 133番地 2021年2月15日まで

女性
20代

読書、勉強、料理、宝塚（雪組）、ジャニーズ
（∞とキンプリ）、文房具（特に紙もの）

29歳のぐーたら主婦です 美しいものに心踊ります 宝塚
とジャニーズが好きですが、ファン歴は浅いです 既婚の
ため、男性はごめんなさい

もぐらのはなちゃんさん
なにわ通り 449番地 2021年5月15日まで

女性
30代

旅行、語学、散歩、美術館巡り、カフェ巡り、食べること、
スポーツ観戦、ゲーム全般、漫画、音楽

30代の会社員です。学生の頃に大好きだった手紙のやりとりをま
たやってみたくて登録しました。好奇心が旺盛でいろいろなことに
興味が湧いてしまうので多趣味です！特に旅行が好きで国内にも
海外にもよく行きます。海外では中華圏の文化が好きです！いろ
んな方の好きなものや好きなことを温かい手書きのお手紙で楽しく
お話しできたら嬉しいです！よろしくおねがいします！

よことりさん
ピーナッツ通り 397番地 2021年5月15日まで

女性
40代

カフェで読書（自己啓発、禅、インテリア、健康etc）、絵
を描く、少林寺拳法、文房具

静かなひとり時間が落ち着きます(HSPです)。15歳男子と7歳女子、
セキセイインコ2羽と猫（アメショ）2匹います。音楽系の仕事で、
子供たちもドラムギターピアノを習っています。カフェでゆっくり気
になる本を読む時間が至福です。親が認知症とわかり、やってみ
たいこと、今のうちからどんどんチャレンジしなきゃと痛感、文通
はそのうちのひとつです。よろしくお願いします＾＾
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パン野さん
お江戸通り 943番地 2021年2月15日まで

女性
20代

読書、漫画、FGO、映画、ミステリー小説、シール集め、
アニメ、描く、手帳、米澤穂信

はじめまして。27歳のOLです。好きなことや日常的な話題など、
お互いを尊重しながら気楽にやりとりできたら嬉しいです。私自身
はゆるいオタクで最近はカードキャプターさくらにハマっています。
初対面の方との文通は初めてなので至らぬところもあるかと思いま
すが、よろしくお願いいたします。

かなせさん
古都みやび通り 161番地 2021年2月15日まで

男性
20代

読書、音楽、旅行、アニメ、アウトドア、カメラ、
ビリヤード

はじめまして。日々の勉強やネットに少し疲れ文通を始
めようかと思いました。日々の何気ない日常や、趣味な
ど様々な話がしてみたいです。よろしくお願いします。

すんさんさん
古都みやび通り 162番地 2021年2月15日まで

男性
40代

読書、映画鑑賞、英会話、ソフトボール、ドライ
ブ、アニメ

北海道出身、京都在住の大学教員です。最近職場以外での人間関
係が希薄であることを反省し、もっといろんな方々と交流してみた
いと思い参加しました。読んだ本や観た映画について一緒に話しま
しょう。社会問題に関わるものに関心を持つことが多いですが、本
も映画もかなりの雑食系です。

あさつきさん
なにわ通り 450番地 2021年2月15日まで

女性
20代

読書、ゲーム

初めまして。20代既婚です。 万年筆やインク、シーリングワックス
などが好きで、文通を通して使いたいと思い会員になりました。文
通は初めてですので至らない点は多々あると思いますが、どうぞ
よろしくお願いします。

山里駒音さん
お江戸通り 898番地 2021年2月15日まで

女性
50代

映画、読書、衣食住、動植物全般

誰かに話したいと思うような、いい話しを書いて送りた
いなぁと考えています。山里に馬がパカポコ歩く音が聞
こえるような世の中になればいいのにと、願いを込めた
ペンネームです。


