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第265号

2020年12月19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

月島れいさん
お江戸通り 380番地

2021年3月15日まで

女性
40代

読書、旅行、KPOPを聴くこと、ほぼ日手帳、美術
館巡り
少しお休みしていましたが、仕事が落ち着きましたので、
また戻ってきました。以前やりとりしていただいた方、
またこれから新しくやりとりする方にも心を込めて書きま
すので、お手紙お待ちしております。

女性
30代

すみれさん
相模ハマっ子通り 218番地

2021年12月15日まで

再入村したので、ペンネームをspicaに変更させて頂きました。小
学1年生の男の子の子育て中です。宝塚やミュージカルが大好きで
すが、最近は配信や、ブルーレイで楽しんでいます。NiziUは親心
で応援中。皆さんとご縁を持てれば嬉しいです。女性の方でお願
い致します。

女性
20代

もーこさん
2021年6月15日まで

文通は中学生から続けています。既婚で子ども有りです。
年齢性別問わず色々な方とお手紙を通して楽しくお話が
できたら嬉しいなと思います。趣味は浅く広く、まずは
何でもやってみるタイプです。

のらぽけっとさん
なにわ通り 454番地

とろみさん
うつくしま通り 50番地

2021年3月15日まで

1日1日楽しく過ごせたらいいな〜！と考えながら生活している主婦
です。田舎で実家の農業を手伝っています。お手紙を通して老若
男女問わず色々なお話ができたら嬉しいです。 あつ森にハマって
ます！収納整理アドバイザーの勉強中！あみぐるみ楽しい！

女性
20代

読書、映画鑑賞、手芸、万年筆、アニメ、などな
ど。

女性
40代

2021年3月15日まで

料理、お菓子作り、パン作り、ドライブ、写真、お絵描き、
買い物、映画、ゲーム、動物など

お手紙を書くのが好きです。 ポストに届いていた時も嬉しくなりま
す。 日々、仕事と子育てに追われてはいますが、自分の大切な時
間としてお手紙を書けたらなぁと思っています。 話題は趣味のこと
でも、日々のこと……お互いに楽しくお手紙でやりとりが出来たら
嬉しいです。どうぞよろしくお願いします(*ˊ˘ˋ*)｡♪:*°

どんたく通り 231番地

相模ハマっ子通り 94番地

宝塚、ミュージカル、文房具、NiziU

コスメ、紅茶、シール

女性
30代

spica（旧えとわーるさん

2021年6月15日まで

食べ歩き、旅行、読書、映画鑑賞、お菓子作り
40代の主婦です。 夫と小学生の息子と猫と暮らしていま
す。 スローペース、マイペースの文通になるとおもいま
すが、年齢、性別問わず宜しくお願いします。

ぴくみんさん
茶畑通り 183番地

2021年3月15日まで

洋楽・TWICE鑑賞、洋画鑑賞、テレビ鑑賞、お出かけ、買
い物、神社巡りと御朱印収集
はじめまして、4月から社会人になる大学生です。年齢は20代前
半です。小さい頃から手紙を書くことが好きで昔は友達同士で文
通をしていましたが、最近はそういった機会も少なくなり、お気に
入りのレターセットが溜まる一方でしたので文通村に登録してみよ
うと思いました。宜しくお願い致します(^-^)

女性
20代

とちさん
どさんこ通り 302番地

2021年3月15日まで

旅行、ピアノ、工作、散歩
手紙を書いたりイラストを描くことが好きで、文通を始
めてみようと決心しました！ 日々の中の些細な出来事を
楽しくやりとりできたら嬉しいです♩
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第265号
女性
30代

2020年12月19日

ルビーさん
相模ハマっ子通り 474番地

2021年3月15日まで

女性
50代

アニメ、漫画、ゲーム、海外アニメ、子育て、雑
貨集め
アニメや漫画が好きな30代子持ちの女性です。好きなものはアニ
メや漫画、ゲーム、海外アニメでタートルズ やバットマンが大好
きです。アニメなら知らない作品も知りたいし、なんでもお話聞
きたいです。子育て中の方とも文通を楽しみたいと考えています。
どうぞ、よろしくお願いします。

女性
40代

ユーコリンさん
ちょるる通り 61番地

2021年6月15日まで

女性
10代

蒼さん
彩の国通り 431番地

2021年3月15日まで

女性
10代

ねぇねさん
きびだんご通り 94番地

2021年3月15日まで

女性
50代

女性
40代

カナッペさん
信濃通り 121番地

2021年6月15日まで

文通、大相撲観戦、神社仏閣巡り、100均巡り、
車、食べ歩き、ハンドメイド
沢山の中から見て頂きありがとうございます。文通歴
は30年以上になります。既に文通はしてますが他にも
色々な方と話したく初めて参加させてもらいました。是
非よろしくお願いいたします。女性限定でお願いします

たみちゃんさん
越中通り 51番地

2021年3月15日まで

刺繍、ウクレレ
はじめまして。今年から一人暮らしになりました。職場以外の方と
のつながりを持ちたい、文通を通して朗らかに過ごしたいと思って
申し込みました。文通は初めてで書くのに時間もかかりますが、
手紙を書くのは好きです。 どうぞよろしくお願いします。

女性
30代

おまんじゅうさん
なにわ通り 455番地

2021年3月15日まで

ゴルフ、ランニング、読書
おまんじゅうといいます。名前の由来は学生時代にバイトでおはぎ
の実演販売をしており、ある日の閉店頃に、ほろ酔いのご年配の
殿方に「おねーちゃんおまんじゅうみたいやね」と言われたことがきっ
かけです。当時、年頃の私はなんと失礼な！と立腹でしたが、今
となれば褒め言葉だったと受け入れられます。字は綺麗な方では
ありませんが登録してみました。宜しくお願いします。

女性
10代

音楽鑑賞、読書、絵を描くこと、百人一首、卓球、
写真
はじめまして！ 映画「ラブレター」「ラストレター」を見
て、私も文通がしたいと思ってお試し入村しました。い
ろんな方とお話できたら嬉しいです( ´ ▽ ` )

2021年3月15日まで

はじめまして。 久しぶりに文通をしてみたくなり、こち
らに登録しました。 主人と息子２人、猫2匹と暮らして
います。 どうぞよろしくお願いします。

一人旅、読書、漫画、アニメ鑑賞、ゲーム、散歩
蒼(そう)と読みます。新しい楽しみが欲しくて文通を始めました。
字は下手ですが丁寧に書くように心がけます。最近は旅行に行け
ずぼーっと散歩する事が多いです。いろんな方とお話し出来たらい
いなと思っています。お待ちしております(о´∀`о)

かすていら通り 2番地

写真、ガーデニング、読書、ファッション、絵、ダンス、音
楽、猫、スピリチュアル、Kpop

ショッピング、カフェ巡り、旅行、読書、文房具
趣味の話や日常会話等を、気軽にお手紙でやり取り出
来たらと思います。女性の方を希望します。

ななこさん

とうふ［ 'ω' ］さん
六甲通り 317番地

2021年3月15日まで

アニメ鑑賞、イラスト模写、ゲーム
とうふ［ 'ω' ］です！ アニメはおそ松さん、約ネバ等ゲームは、
ツイステが好きです！ いつもアナログイラストを描いたり、キャラ
クターの模写、ミニキャラ化をしています！よろしくお願いいたし
ます！

女性
50代

ぼちゃさん
相模ハマっ子通り 476番地

2021年3月15日まで

声優さん、フラ、ロードバイク、料理
踊る事と、乗る事と、呑む事とが大好きなちょっとヲタク
が入った女子です。 ファンレターを書き出してから、お
手紙を書く楽しさを思い出しました。 よろしくお願い致し
ます。
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女性
30代

2020年12月19日

86aktさん
きりたんぽ通り 42番地

2021年3月15日まで

女性
30代

男性
20代

藤さん
信玄通り 32番地

2021年3月15日まで

女性
30代

まめぞうさん
お江戸通り 953番地

2021年6月15日まで

女性
20代

女性
30代

いろはさん
しゃちほこ通り 350番地

2021年3月15日まで

女性
30代

ゆかりさん
お江戸通り 955番地

2021年6月15日まで

読書、お菓子作り、料理、ピアス、マスク集め、
写真、資格の勉強
初めまして。文通歴は6年で、お手紙を書く事が癒しになってます。
今ハマっているのは読書と資格の勉強です。本は恋愛ものやミス
テリーを中心に読み、「食」をテーマにした作品を好んで読みます。
宜しくお願いいたします。

茶畑通り 185番地

2021年3月15日まで

はじめまして、ずいと申します。文通のわくわく感を求
めてやってきました。文通の内容は日々のアレコレから
趣味の話など何でも構いません！ささやかなやりとりが
できたら嬉しいです。お手紙お待ちしております。

男性
50代

かわかわさん
きびだんご通り 95番地

2021年3月15日まで

山歩き、絵、映画鑑賞、自作パソコン
話下手な50代男性です、中学生の時一度だけ文通をしていた経験
があり、一度で終わったのですが、 真面目一本、今はドラッグス
トアに勤めてます話下手がサービス業何てオカシイのですが、基
本的に人が好きかも、文章なら活発に喋れるかなと思いつついる
私です、山好き、絵を描く事が好きな方お話し出来ればありがた
いです

女性
30代

シールマステ集め、手帳、ドラマ鑑賞
mizutamaさん文具を集めています。シールやマステを
集めることも大好きで、手帳を書く時間が楽しいで
す。3人の男の子の子育て中です。最近は愛の不時着に
ハマっています。

ずいさん
読書、映画・ミュージカル鑑賞、漫画、カラオケ、
折り紙

マステ集め、文通、ゲーム、映画、FGO、交換便、
バラセ、ロンレタ
はじめましてこんにちは！ 文通が大好きです。その人その人のあっ
た やった話が聞きたいです。趣味の話だけでなくの話だけでなく
いろんな話をしたいです。交換便はファイル、バック等なしなら可
能です。バラセOKな方が良いです。またロンレタ派です。男性は
お断りしてます。

2021年6月15日まで

ポストカード又は封書のどちらも、書きたいと思っています。好き
な作家は畠中恵さん、香月日輪さん、森見登美彦さん、恒川光太
郎さんです。趣味の合う方がいたら嬉しいです。あと、YouTube
では芸人のヒロシさんのキャンプ動画を見るのが好きです。(騒が
しくないので) こんな私と文通して下さる方がいたらよろしくお願い
します。

日本酒、バイク、料理、寺社仏閣、着物、AliA
卒業を待つばかりの大学四年生です。何となく手紙に憧れはある
ものの、どう始めたものかと探していた折に文通村と巡り合いまし
た。趣味は色々ありますが、最近は燗酒にハマっています。ぜひ、
お話をお聞かせください。よろしくお願いします。

彩の国通り 432番地

ランニング、読書、美味しい定食屋探し、旅

競馬、自転車、車、カフェ巡り、旅行、YouTube、生き物、
犬、ハムスター、馬、自然、風景
スマホやパソコンに触れてばかりの毎日で文字を書くことが減り、
何か書くきっかけになればと思い登録しました。趣味に忙しく生き
ておりますがふと立ち止まったときにお付き合い願えればと思いま
す。もちろん、同じ趣味のかた語れれば嬉しいです！

來仔さん

カナヲさん
お江戸通り 954番地

2021年6月15日まで

ディズニー、紙もの集め、ピスケとうさぎ、ラグマ
ス 、ポップン・チュウニズム
初めまして。幼い頃から文通に憧れていたので入会しました。ディ
ズニーは特にダッフィーとステラルーが好きです。2020年11月に減
量手術を受けました。文章を書くのは得意ではないですが、仲良く
して頂けると嬉しいです。よろしくお願い致します。

女性
10代

なーるさん
どんたく通り 233番地

2021年6月15日まで

読書、漫画、ゲーム、アニメ鑑賞、散歩、鳥を見
ること
鳥が大好きな大学二年生です。色々な方と何気ない日常の事や、
趣味の事について文通できたらいいなと思い、今回、勇気をだし
てはじめてみることにしました。最近は、ツイステにハマっていま
す。よろしくお願いします。
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女性
60代

2020年12月19日

七海さん
桜島通り 60番地
文章書く事、手話

2021年6月15日まで

ミサンガ作り

はるこさん
上州三山通り 94番地
カラオケ、 筆ペン書き、
詩舞、他浅く色々

2021年3月15日まで

陽風さん
どんたく通り 234番地

女性
20代

2021年3月15日まで

とあるアニメを見て、小学生の頃に文通をしていて楽しかったこと
を思い出し、また始めたくなったのでお試し入村しました。 字も下
手で、文通も小学生以来となりますが趣味や日常の会話などを楽
しめたらと思います。 おすすめの本や作品など教えていただいて、
見聞も広めたいと思っています。よろしくお願いします。

ゆーちさん
火の国通り 52番地

2021年3月15日まで

学生の頃に文通していたのですが、受験生になってやめ
てしまい、そこから今までまたやりたいと思いながらも
なかなか出来てませんでした。 好きなものの話をした
いし聞きたいです。

そよさん
お江戸通り 958番地

2021年3月15日まで

創作、日常、漫画、散歩
はじめまして。日常で思ったこと感じたことを共有したく、
はじめてみました。創作すること、アマチュア漫画を読
んだり描いたりすることが好きです。暖かい日に散歩を
するのが好き。よろしくお願いします。

灯子さん
お江戸通り 956番地

2021年6月15日まで

初めまして。お手紙を通して、様々な方とお話しできた
らと思っております。どうぞよろしくお願いします。

女性
20代

りぃあさん
もみじ饅頭通り 135番地

2021年3月15日まで

読書、ゲーム、寝ること、本屋巡り、文房具巡り、
TRPG、動画視聴
シーリングスタンプにハマりまして、文通したいと思ったところ文
通村を紹介していただきました。ただ、マイブームはころころ変わ
りがちです。 字が汚く、文通もほとんど経験ありませんが、どな
たか文通してくださると嬉しいです…！

男性
60代

読書、YouTube、アニメ、映画鑑賞、声優さん、
音楽

女性
20代

2021年3月15日まで

カラオケ、ダンス、ミュージカル 、本や歌集を読む、特撮、
刺繍、ゲーム(スマホ、PS4)

読書、寺社仏閣巡り、アニメ、ゲーム

女性
20代

しゃちほこ通り 351番地

はじめまして。20代後半の女性。自分の気持ちを書くこ
とが好きで文通を始めました。

テレビ鑑賞、昔詩吟

零細自営業です。暇がありますので申込みいたしました。
70代です 筆マメの方だと思います。夫亡くなり20年
余り友人が多くないので筆マメの方が良いかなと思いま
す。猫3匹と娘の生活です。

女性
20代

かいちゃんさん
ショッピング、珈琲、チョコ、お菓子作り、シール集め、レ
ターセット集め、ラーメン屋巡り、旅行

とにかく文章を書いていられると幸せな人新聞投稿書くのが大好き。
本も好きですが、オーディブル聞きます。寝る前に聞くと落ち着き
ます。デジタルが多く 手書きの大切さを、今一度感じたく登録しま
した。宜しくお願いします。おっとりした性格の私です。ミサンガ
は、公共機関に持っていってもらって頂いてます。

女性
70代

女性
20代

よーいとんさん
どんたく通り 235番地

2021年3月15日まで

鈍行列車に揺られながらちびりちびりやる、百均･ホームセ
ンター巡り、近代工業発展の歴史巡り

６５歳、人見知りな定年オヤジです。ラジオで荒川強
啓さんの時事川柳がなくなってちょっと寂しい日々です。
趣味欄は、定年後にやりたかったことリストですが「未」
のままです。

女性
40代

マカロンさん
きびだんご通り 42番地

2021年6月15日まで

占い、心理、エクササイズ、美容、神社など
※女性限定※初めまして。また文通を始めたくなりましたので、今
を楽しんでいる方との交流が出来ますと嬉しく思います。趣味にお
付き合いくださる占い希望の方も歓迎です♪またご自分からもどん
どん打ち解けてお話して下さる方を希望いたします。疲れると返信
しませんので、ご了承ください。どうぞよろしくお願い致します。
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女性
30代

2020年12月19日

奈世さん
出雲通り 30番地

2021年6月15日まで

女性
50代

ガーデニング、観葉植物、マンガ、アニメ、ゲー
ム、温泉、お酒、コスメ
はじめまして！今まで経験したことのない形で交流をしてみたいと
思い、登録しました。最近はガーデニングや観葉植物に興味があ
り、室内外で色々育てています。マンガ、アニメ、ゲームなども
好きです。年齢性別話題問わず色んな方と色んなお話ができたら
と思います。文通初心者ですがよろしくお願いします！

男性
30代

さるちゃんさん
しゃちほこ通り 353番地

2021年3月15日まで

一人娘は既に独立していますが、里親をしているため、高2女子の
育児を継続中です。30歳から始めたクラシックバレエで、心身のリ
フレッシュをしつつ、家事や母親業に勤しんでいます。好きな食べ
物は、餃子、果物、ダックワーズ。好きな色は、オレンジ、オリー
ブグリーン、ボルドー。子ども好きで犬好き。ポメラニアンのメス
を飼っています。

男性
40代

シンシアさん
2021年3月15日まで

はじめまして 趣味は音楽鑑賞です。 特にビートルズ、
クイーン、ビーチボーイズなどが好きです。年齢、性別、
趣味問わず色々な人たちと色々な話題で文通出来たら
嬉しいです。

銀うさぎさん
伊勢通り 87番地

女性
20代

2021年3月15日まで

はじめまして。 私は既婚者で1歳と3歳の娘がいます！ 周りに同年
代の子供を持った方が居ないので育児情報交換や趣味の話をして
いきたいと思ってます！ 最近フルートを始めました。 不器用なが
ら手芸も好きです！ 多趣味です！ 文通は初めてなので至らないと
ころがあるかもしれませんがそれでも良ければお願いします。

カモミール茶さん
さぬき通り 33番地

彩の国通り 44番地

2021年12月15日まで

2021年3月15日まで

プロ野球観戦、音楽鑑賞、うさぎ飼育、海外ミステリー、
写真、漫画(夏目友人帳、鬼灯の冷徹等）
再入村しました。 アマゾンプライムで英国ミステリーを観たり、洋
楽と邦楽(UKロックや徳永英明や浜田麻里等）、プロ野球(DeNAと
オリックス）が好きな48歳の主婦です。旦那とうさぎが3匹います。
年齢は問いませんが、女性限定でお願いします。 現在更年期に突
入して体調が不安定なので、返事はマイペースになってしまいます
が、それでも構わない方で。

ちひろさん
なにわ通り 456番地

2021年3月15日まで

読書、万年筆、ショッピング
少し、文通してみたくなったので、登録させていただき
ました。 よろしくお願いします！

女性
10代

映画鑑賞、アニメ、ドラマ、読書、時々着物でお
出かけ、

女性
40代

たけさん

休日は、簡単な料理や読書など又は、兼業でインター
ネットの媒体で書籍の販売もして過ごしています。 思い
やりのある方と仲良くなれたらと思っています。よろしく
お願いします。

音楽鑑賞、映画鑑賞、読書、YouTube を見ること

女性
20代

2021年6月15日まで

読書、旅行、インターネット

はじめまして。 これまで僕は、手紙などまともに書いたことがあり
ません。 ですが、手紙を通して幅広い年代の方と励ましあったり、
共感しあえたらいいなと思い今回登録しました。 未熟者ですが、
よろしくお願い致します。

相模ハマっ子通り 477番地

お江戸通り 959番地

クラシックバレエ、小説を書くこと、短歌、映画鑑
賞、韓国ドラマ鑑賞、料理など

カラオケ、お酒

男性
20代

ずきゅりぃさん

しろくまさん
なにわ通り 457番地

2021年3月15日まで

漫画、アニメ、嵐、料理、お菓子作り
文通の経験ありの新社会人です。 色んな方とお話出来
たら嬉しいです。 よろしくお願い致します。

女性
30代

そのかさん
しゃちほこ通り 354番地

2021年6月15日まで

音楽、カフェ、紅茶、文房具、漫画、ゲーム
初めまして。文房具集めにはまり、集めたインクや文房具を使って
文通を始めてみようと思いました。文通は初めてなのでわからな
いこともありますが、色々な方と趣味や好きなことのお話をできた
らと思います。よろしくお願いします。
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女性
30代

2020年12月19日

さくつぼみさん
相模ハマっ子通り 478番地

2021年3月15日まで

女性
30代

文房具、日記、子育て、youtube、読書、散歩
現在4歳と0歳の育児奮闘中です。育休中、コロナで話す機会が減っ
てしまい、せっかくなので気になっていたことを始めてみたいと思
いました。 文房具好きで最近はインクにはまっています。好きな
インクで手紙を書いてみたいので、楽しみです。 子どもに関わる
仕事をしているため、子ども好きです。そんなお話も出来ると嬉
しいです。

女性
20代

めろんぱんさん
信玄通り 33番地

2021年3月15日まで

初めまして。かわいいレターセットやシールが好きで、お手紙を通
して交流したいなと思い入村しました。最近はなかなか外へ出るこ
とができなくなってしまったので、手紙を通して色々なお話ができ
たらと思います。気軽に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

ぴょんたさん
2021年6月15日まで

初めまして。SNSの交流に疲れてしまい文通を始めようと思いまし
た。趣味のイラストは創作が結構メインです。医師、看護師では
ないですが病院勤務をしており、仕事の話をするのは控えようと
思いますが、理解ある方と話が出来たら幸いです。悩みも色々あ
るのでそのうち相談出来る人と巡り会えたら嬉しいです。

まめこさん
ピーナッツ通り 402番地

女性
50代

2021年3月15日まで

40代保育士です。夫と小学生男子の3人家族で、1番好きなのはコ
ラージュノートを作ることです。保育士ですが、障害児（知的障害、
発達障害）の療育を行う施設で働いています。子供が大好きです。
元々手紙を書くのが好きで、時々親友に書いていますが、他の方
とも手紙で交流してみたく、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。

かおさんさん
彩の国通り 435番地

相模ハマっ子通り 479番地

2021年6月15日まで

2021年6月15日まで

テニス、音楽を聴くこと、テレビ鑑賞(お笑い番組)、
読書
初めまして。かおさんです。 現在、デイサービスで相談員として
働いています。高齢者の方の温かな優しさにいつも学ばせて頂い
ています。中1の息子を持つシングルマザーです。 涙もろく、音楽
を聴いたり、テレビで誰かの一生懸命な姿に泣くことが多いです。
「ありがとう」が大好きな言葉です。様々な方と、何気ないことや、
考え、悩む事などやりとり出来たら嬉しいです。

くうちゃんさん
越中通り 52番地

2021年12月15日まで

家事、読書、銭湯、草むしり
３人の子供を持つ専業主婦です。 上二人は社会人、一番下は大
学生になります。 昔、高校生の時に文通していたのを思い出し入
会してみました。 日々の生活の少しの楽しみになればと思います。
母親の様に、また娘の様に思って書いて下さる方が良いです。 短
文から始めましょうね。

女性
20代

コラージュ、手帳、ヨガ、読書、コーヒー、ドライ
ブ、保育士です

女性
40代

みっちぇるさん

みっちぇると申します。 職業はキャバクラ嬢をしておりました。 今
は大学受験をしようと思い、勉強中です。 お手紙交換をしたくて
登録しました。 今はLINEの時代なので寂しく思ってます。 お手紙
が届くと、嬉しいし、返信を書くのもワクワクします。どうぞよろし
くお願いします。

イラスト、アニメ、戦国BASARA、刀剣乱舞、ツイ
ステ(オクタ)、京都旅行、封蝋

女性
40代

2021年6月15日まで

読書、海外旅行、国内旅行、クルーズ船の旅 hiphop、DJ、
サーフィン、スノボー

来年から社会人の大学4年生です。とりあえず食べること大好きで
す。食にとても興味があります。森美登美彦さんの「恋文の技術」
を読み、文通がしたいという衝動にかられました。今は簡単にSNS
で繋がれるけど、こういう手紙の文面でつながるということにあこ
がれるというかとてもすて素敵だなと思います。文通で素敵な時
間を共有していきたいです。

彩の国通り 434番地

上州三山通り 95番地

旅行、神社仏閣巡り、食べること、宇宙、海を見ること、
ショッピング、漫画、京都・会津巡り

カフェ巡り、料理

女性
20代

かぐやさん

東村さん
お江戸通り 961番地

2021年3月15日まで

読書、買い物、街歩き、本屋巡り。
部屋を片付けていたら 友人からの古い手紙を見つけまし
た。 捨てられないのはなぜでしょう。 その理由を知りた
くて、今に至ります。

女性
30代

エルコさん
常陸の国通り 145番地

2021年6月15日まで

読者、旅行、ポケモンGO、ドラクエ、カフェ巡り
初めまして、エルコと申します。 0歳の娘がいる中途半端なオタク
です。 将来の夢は船で世界一周すること！南極に行くこと！ 子供
のこと、趣味のこと、その他なんでも 世代問わず楽しくお手紙を
書きたいです。
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女性
20代

2020年12月19日

あずしおさん
どさんこ通り 303番地

2021年3月15日まで

女性
20代

スヌーピー、断捨離、ネットショッピング、文房具、
YouTube、
初めまして。私は28歳で9歳男の子と1歳9ヶ月女の子の母です。
小さい頃には当たり前にしてた文通。今となっては文通しよう！と
誘う事も難しいので入村を決意しました。 旦那は初婚、私はバツ
イチ、再婚のステップファミリーです。 やっと平凡な？専業主婦し
ています。 ※趣味に断捨離と書きましたが、スヌーピーグッズと子
供のおもちゃは増えてくばかりです‥

女性
50代

ジュラさん
越中通り 53番地

2021年6月15日まで

女性
40代

たらこさん
古都みやび通り 165番地

2021年3月15日まで

女性
40代

にゃんばるさん
紀州通り 29番地

2021年6月15日まで

女性
30代

女性
20代

ひとみさん
どさんこ通り 304番地

2021年3月15日まで

読書、猫と遊ぶこと、映画（洋画中心）、ごろご
ろすること、スコーン作り、美術館
はじめまして。大学生です。文字に思いをこめることがとても好き
なので始めました。好きな本のこと、素敵な文章について、日常
のことなど、色んなことをお話しできたら良いなと思います。本は、
太宰治、谷川俊太郎、村上春樹など、その他色々読みます。特に
好きな作品は、「海辺のカフカ」「レインツリーの国」「落穂拾い」
など。映画は洋物が多いけど、1番好きなのは「千年女優」

ラブレさん
お江戸通り 962番地

2021年6月15日まで

韓国ドラマ、 ミュージカル音楽 雑貨屋巡り、 北欧グッズ集
め 旅行 ジグソーパズル
はじめまして。30代、幼稚園教諭をしています。文通は初心者で
す。お家時間が増えた今、自宅でできる趣味を見つけたくて、こ
ちらをはじめてみました。色々な方とやりとりできると嬉しいです。
宜しくお願い致します。

女性
30代

ひまわりさん
相模ハマっ子通り 481番地

2021年3月15日まで

散歩、スポーツ観戦、旅行、本屋巡り、サイクリ
ング、温泉
前々から文通に興味があり、初めて登録しました。 誰かのことを
想って筆をとるような時間を大事にしたいなと思い、何気ない日常
のことや好きなこと、自分の気持ちなどをやりとりできたらいいな
と思っています。 温泉と美味しいご飯、そして散歩時間が至福の
時です。 よろしくお願いします^^

女性
30代

猫、犬、風景印、ゲーム、ゲーム実況、スヌー
ピー、文通！
猫大好き、犬も好きで一緒に暮らしています。お手紙を書くのが好
きです。動物がお好きな方、その他、好きなものが合う方とやり
とりできたらと思います。出会いは求めておりませんが、女性が
好きな女性です。（LGBT）成人されている女性の方とのみやり取
りさせて頂きたいです。ロングレターになりがちですが、宜しけ
ればお願いします！

2021年6月15日まで

はじめまして。26歳で子供が2人います。 パートをしながら忙しい
毎日を送っている中で、同じ趣味の方もそうでない方とも嬉しかっ
た、楽しかった、悲しかった事、日々の愚痴なども沢山のことをお
手紙でお話できたら嬉しいです。マステやレターセット、シールを
集めるのが大好きです！

音楽(金管楽器演奏)、国内ドラマ、ボールペンで描
く曼陀羅
20年来の文通友達もいますが、下の子が幼稚園に入り時間が出来
たのでもっと文通したくなりました。 人の話を聞くのが好きで、以
前傾聴ボランティアをしていたこともあります。 お酒おつまみ大好
きで不摂生な30代を経てコロナ自粛を機に減量し、キープ生活中。
一通書くのに時間がかかる方なので、お返事はゆっくりペースにな
ります。絵ハガキも好きです。

ピーナッツ通り 404番地

可愛い物、文房具、コスメ、アニメ、ゲーム、絵、サンリオ、
ポケモン、お菓子、カフェ、写真

ペット、読書、ドライブ、ネットショッピング、ドラ
マ観賞
学生時代に県外の同年代の方々と文通していたことを、突然懐か
しく思い出しました。 動物好きで多くのペット達と暮らしています。
二人の娘は社会人、仕事と家事とペット達のお世話、忙しい中に
も癒しのある生活をしています。 会社役員、５０代に足を突っ込
んだところ…（笑）

なたでここさん

ひろみさん
六甲通り 318番地

2021年3月15日まで

ゲーム スクラッチアート 大人の塗り絵
youtube ミュージカル 映画

文通

はじめまして ひろみと申します。 専業主婦で暇があれば趣味の
ことを色々やってます。昔から文通が好きでやっていたのですが、
一時やめていましてまた最近始めたところです。 よかったら文通し
ましょう♪ よろしくお願いします<(_ _)>

女性
30代

えりなさん
お江戸通り 963番地

2021年6月15日まで

読書、映画鑑賞、タティングレース 、クロスステッ
チ 、音楽鑑賞、海外ドラマ、
ミステリー小説が好きです。ドラマや映画のサントラを流しながら
読書しています。 休みの日はクロスステッチかタティングレースを
作成しています。 手紙を書くことも字を書くことも得意ではないの
ですが、以前から興味がありました。 普通に過ごしているだけで
は出会うことのない方と手紙を通してつながれたらうれしく思いま
す。
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女性
20代

2020年12月19日

ひめさん
常陸の国通り 146番地

2021年6月15日まで

女性
50代

犬、音楽、YouTube鑑賞、可愛いもの、アイドル
はじめまして。 知らない誰かと文通を通してやりとりが
出来るのが素敵だと思い、始めてみました。 気ままに文
通しましょう。

女性
50代

泣き虫さん
ねぷた通り 50番地

2021年3月15日まで

読書、映画鑑賞、着物を着る事など
父の介護が主な理由で失職しました。50代って本当大変です。自
身の体もガタがきてるのに、親の介護にふりまわされています。
子育ては終わりに近く、3人の子供たちは全て関東方面に行ってし
まいました…。淋しいです…。

さくら子さん
ねぷた通り 49番地

2021年6月15日まで

旅行、美術館巡り、カラオケ
はじめまして。独身です。季節感いっぱいの田舎で暮ら
し早や数年。春は桜、冬はキラキラ光る雪。ちょっとし
た幸せや、日常の出来事などお話出来たら。性別、年
代問いませんので、宜しくお願いします。

女性
40代

明梨さん
ピーナッツ通り 376番地

2021年6月15日まで

漫画、アプリゲーム、紙もの収集、らくがき
文通は現在進行形でやっておりますので、一応マナーは心掛けて
はいます。普段は兼業主婦をしております。漫画は雑多に好みま
すが、最近は呪術にハマっています。イラストを見る事、描く事も
好きなので、交換できる方も、毎回は難しいかもしれませんが、
どうぞヨロシクお願いします。

