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第266号

2021年1月15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
30代

白亜さん
彩の国通り 125番地

2021年7月15日まで

男性
20代

読書、カラオケ、アニメ鑑賞など

もちさん
しゃちほこ通り 181番地
ドライブ

旅行

ディズニー

2021年7月15日まで

ゆっこさん
どんたく通り 170番地

女性
50代

2021年7月15日まで

色んな地域の人と接してみたいと思っています。美術大好きなので
美術の話ができたり、小説も恋愛小説が好きなのでそれについて
語り合ったりしたいです。他にも趣味で合う方がいましたらお願い
します。彼氏いるので、彼氏の話もしていい方いたら嬉しいです。

コジローさん
なにわ通り 293番地

2021年4月15日まで

音楽鑑賞（古い邦楽中心）、読書、料理、レター
セット集め
仕事で手一杯になって一度は村を離れましたが、環境が変わって
時間にゆとりが出来たので文通村に戻ってきました。 趣味の話や
日常の事など、年代や性別を問わずやり取り出来ればと思います。
ちなみに好きな本の傾向は食べ物や飲食店を題材にした小説です。
皆さんよろしくお願いします。

あおぞらさん
なにわ通り 264番地

2021年4月15日まで

ぶらぶら散歩、可愛い物
日々の生活に光が灯ればな～と思っています。遠近関係
なく、色々な人とお話出来れば嬉しいです。年齢性別問
いませんので、よろしくお願いします。

女性
20代

はるさん
どさんこ通り 236番地

2021年4月15日まで

アニメや漫画、ゲーム

読書、美術館・博物館巡り、postcrossing、水彩画を描くこ
と、音楽を聴くこと

男性
40代

2021年4月15日まで

はじめまして！ 音楽が好きで特に散歩しながら聞くのが好きです。
最近は作曲できるようになりたいなぁと思っています。 一人暮らし
をするようになり独り言が多くなってきた気がするので始めてみま
した！笑 色々な人とできたらなぁと思ってます。 文通するのは初
めてなので拙いところが多いと思いますが、 お手柔らかによろしく
お願いします！

文房具

2019年くらいまで登録をしていました。 家の都合で自分の時間が
取れなくなり、文通していただいていた方にご挨拶もないまま退会
することになってしまいました。最近自分の時間が取れるようになっ
てきたので再登録しました。 以前文通していた方はもしよろしけ
れば、新しい方も是非よろしくお願いいたします。色んな世代、色
んな方のお話を聞いたり交流できると嬉しいです。

女性
30代

茶畑通り 75番地

音楽、ギター、作曲（練習中）、読書、散歩

諸事情により退会しておりましたが、この度復帰しまし
た。いろんな方と日常生活のことなどでやりとりがした
いです。カラオケはアニソンだけですがたくさん歌いま
す。よろしくお願いします。

女性
30代

おにやなぎさん

初めまして。 アニメやゲーム、漫画など大好きで
す(*´ω`*) 3児の母親しています。 いろいろなお話した
りしたいので、よろしくお願いします！！

女性
30代

ひよりさん
相模ハマっ子通り 365番地

2021年4月15日まで

編み物、裁縫、漫画、100均、簡単なゲーム、動
画、DVD
愛犬とのんびり暮らしているインドアの独身です。裁縫はハギレで
簡単な小物を作ったりしてます。最近は棒針編みもはじめました。
漫画はダンジョン飯、ONE PIECE等が好きです。ゲームは今はド
ラクエ11を遊んでいます。趣味や日常の他愛ないお話ができたら
嬉しいです。子供の話と恋話は苦手ですが、どうぞよろしくお願い
します。
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女性
30代

2021年1月15日

まりさん
いよかん通り 57番地

2021年7月15日まで

女性
20代

ディズニー、メモ帳、You Tube鑑賞、ジブリ、サ
ザエさん、自然、散歩
初めまして。文通初心者の看護師です。普段仕事ばか
りですが、手書きに心癒やされます。皆さんとご縁があ
れば嬉しいです。よろしくお願いします。最近、ディズ
ニーリゾートが気になります。

女性
20代

あずまさん
ピーナッツ通り 403番地

2021年4月15日まで

女性
20代

さゆみさん
相模ハマっ子通り 482番地

2021年7月15日まで

女性
30代

無楽亭恵太朗さん
お江戸通り 964番地

2021年4月15日まで

女性
20代

女性
30代

かろんさん
なにわ通り 43番地

2021年4月15日まで

神社仏閣、日本史、読書、手帳、日記、音楽、北欧、宇宙、
カフェ巡り、茶道(表千家)、暮らし
はじめまして、かろんと申します。 簡単に誰かと会えないこのご時
世、少しでも誰かとつながり、楽しく生きたいと思い、文通村へ戻っ
てきました。 いつも読んでいる雑誌は「天然生活」。季節を感じ、
寄り添って暮らしていくのが夢です。 料理や家事はあまり得意で
はないので、メニューや方法でおすすめがあったらぜひ教えてほし
いです！ どうぞ、よろしくお願いいたします。

みさきさん
相模ハマっ子通り 480番地

2021年7月15日まで

アニメ、ゲーム、読書、料理、映画鑑賞、カフェ
巡り
はじめましてみさきと申します。 お手紙を通して色々な方と交流し
たいと思い入会しました。アニメとゲームが好きで、最近はあつ森、
ポケモン、FGO、鬼滅にハマっています。 趣味や日常の出来事な
ど楽しくお話が出来ればうれしいです！ 文通初心者ですがよろしく
お願いします。

女性
30代

もももさん
越後通り 105番地

2021年4月15日まで

ハンドメイド、お菓子作り、カフェ巡り、サンリオ、
海外旅行、お散歩
はじめまして~！モノ作りが好きなもももです。 ハンド
メイドにハマっています。(編み物やペーパー染めやバズ
ボムを作りなど)モノ作りが好きな方と文通したいです。
よろしくお願いします。・ｖ・

女性
30代

猫、音楽、落語、着物、昭和歌謡、漫画、アニメ、
料理、お酒
文字を書くという作業が好きです。日々思うこと、感じたこと。文
字を通して共有出来たら嬉しいなーと思っております。SNSはむし
ろ苦手です。アナログ人間をご理解頂ける方と仲良くしていただけ
ればと存じます。 趣味等の話は勿論、仕事のお話、私生活の悩み
など色々お話できると嬉しいです。

2021年7月15日まで

最近万年筆を始めたので登録してみました。文通初心者
です。年齢性別問わず、日々のちょっとした出来事や感
動を共有し合えるような、そんなお友だちと出会えたら
嬉しいです！

映画鑑賞、マンガ、読書、紅茶、音楽鑑賞
家や外でのんびり過ごすのが好きです。 ひとり暮らしはさみしい
ので母に、と思ったのですがさすがに気恥ずかしく、こちらでひっ
そりはじめてみました。 最近あったいいことや、面白かったできご
とや映画や本、好きな音楽の話、行ったところなど、短い文章で
も構わないのでお互いお話しできたらなと考えています。

古都みやび通り 164番地

映画鑑賞、読書、手芸、ペット（蛇／フェレット）、
一人旅、トラベラーズノート、恐竜

読書、漫画、アニメ、イラストを描く、小説を書く、ゲーム、
ボードゲーム、TRPG、美術館巡り
趣味は小説を読んだりアニメ漫画ゲームなど、インドアです。最
近ハマっているのはあつ森、艦これアーケード、ボードゲー
ム、TRPG（インセイン、ＣoＣなど）です。 イラストや小説をか
くのも好きです。創作をやっている方がいたら色々語りたいです。
共通の趣味がなくても、日常や近況などのやりとりも歓迎です！

ホヤさん

せいはくさん
しゃちほこ通り 355番地

2021年7月15日まで

食べること、ひとり旅、読書、レターセット集め
はじめまして！ 学生のころから集めたレターセットをど
うしようか悩んでいたところ、友人にガラスペンとインク
沼に落とされたのでこれはもう手紙を書くしかない！と
入会しました。仲良くしてください！

女性
20代

ともえさん
彩の国通り 205番地

2021年7月15日まで

チェロ、読書、ゲーム、食べること、筋トレ
はじめまして。手紙を書くこと、読むことが好きで、手紙を通して
いろいろな人とお話ししたいと思い入村しました。日常のこと、お
互いの趣味のこと、のんびりとやりとりしていけたらと思います。
よろしくお願いします。
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女性
20代

2021年1月15日

にぼしさん
なにわ通り 459番地

2021年4月15日まで

女性
20代

読書（特にエッセイが好き）、深夜のお笑い番組
鑑賞、料理、旅行、音楽、映画鑑賞
はじめまして、来年度から社会人の学生です。文通でのやり取りっ
てなんだか素敵だなあと思い申し込んでみました。趣味の話や
日々過ごして感じることなど何気ないことなどやりとりできたらと
思っています。霜降り明星のラジオと穂村弘さんにハマっています。
少し緊張しますが新しい出会いが楽しみです。にぼしは飼っている
ねこの名前です。

女性
40代

あくびさん
うつくしま通り 104番地

2021年4月15日まで

ぱっちょむさん
2021年4月15日まで

初めまして。ぱっちょむと申します。 2歳の子どもを育てながら働
いています。街歩きが好きで電車に乗って色々な街を散策してい
ましたが、コロナ禍によりそれも難しくなり…中学生時代にやって
いた文通をふと思い出し、また書いてみたくなり登録しました。ジャ
ンルを問わず色々なお話がしたいです。よろしくお願いします。

きゅれたさん
どんたく通り 236番地

男性
40代

2021年7月15日まで

人がかいた文章を読むのも自分でかいてみるのも好き
なので、文通を始めてみたいと思いました。 よろしくお
願いします。

ゆきさん
ピーナッツ通り 405番地

☆けん☆さん
信濃通り 122番地

2021年4月15日まで

共通の趣味などの方と知り合えたらと思って登録しまし
た。 マイペースで、のんびりやって行けたらと思ってい
ます。 よろしくお願いします。

女性
10代

2021年7月15日まで

野球観戦(千葉ロッテマリーンズ）、グルメ、海外ドラマ、
国内ドラマ、沖縄、バレエ(初心者）
初めまして。最近40歳になった夫と二人暮らしの主婦です。 不妊
治療でパートになり、時間に余裕が出来たので登録いたしました。
手紙が届くわくわくが楽しみです！ 同年代はもちろん普段出会えな
い年齢の方とも交流したいと思っています。趣味、恋愛、食べ物、
仕事、何気ないことなど明るく楽しくお話できると嬉しいです。女
性限定でよろしくお願いいたします。

ひつじさん
信玄通り 34番地

2021年4月15日まで

読書、ギター、ねこ動画、お笑い、旅、おいしい
もの、音楽
はじめまして！昔から手紙を書くことが大好きです。かわいいもの
好きで、素敵な便箋やポストカードを見つけるたびに、文通がし
たいと思っていました。心あたたまるようなやりとりができたらと
思います。よろしくお願いします。

女性
40代

読書、散歩、文芸創作、アニメ鑑賞、料理、植物
園

女性
40代

2021年4月15日まで

はじめまして！サスペンスドラマが好きなので名前をミックスして
みました。 日常のことや、お仕事のこと、好きなこと…色んなこと
を話しませんか？( ＾▽＾) 一生懸命手紙書きます。 よろしくお
願いいたします。

街歩き、ワイン、ポケモン、漫画、子どもを寝か
しつけた後の晩酌

女性
20代

桜島通り 61番地

ドライブ、スポーツ(野球、車、自転車、競馬)、写
真、ラーメン、音楽

小学生の頃に文通していたのを思い出して、また誰かと繋がりた
いと思い入会しました。 文具好きなのでお気に入りの便箋やレター
セットを使って沢山いろんなお話ができたらとわくわくしています。
よろしくお願いいたします。

お江戸通り 965番地

美紗さん

サスペンスドラマ、韓国ドラマ、洋画鑑賞、名探
偵コナン、ジム通い、宝塚歌劇

文具、猫、カフェ巡り、旅行

女性
30代

花村

瞬さん
加賀の国通り 59番地

2021年4月15日まで

食べること、読書、ランニング、中国語勉強
美味しい食べ物情報にアンテナを立てたいです。食べるの大好き
ですが、太っちゃうのでランニングもしています。フルマラソン経
験ありです。あと、中国語も負担にならないペースで勉強していま
す。短いお手紙やハガキ文通でも大丈夫な方と、かたひじの張ら
ないやり取りをしたいです。女性限定でお願いします。

女性
40代

きんもくせいさん
古都みやび通り 166番地

2021年4月15日まで

読書、映画鑑賞、ドラマ鑑賞、お笑い、ぶらぶら
お散歩
読書も映画もドラマも日本のものばかり読んだり観たりしてま
す(^-^) 広いジャンル…よりは決まったジャンルに偏りがちなので、
他のジャンルのお薦めを教えてもらったり、一緒に好きなジャンル
の話が出来たり。趣味や年代が違っても、日々の何気ないことを
やりとり出来たらいいなぁと思います。よろしくお願いします！
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女性
20代

2021年1月15日

なるせさん
相模ハマっ子通り 483番地

2021年4月15日まで

男性
50代

ディズニー、K-POP、美容、ファッション、ゲーム、
YouTube、アニメ、漫画
韓国アイドル(SEVENTEEN、IZ*ONE、RedVelvet)好きです！ツイ
ステ、ヒプマイ、ジョジョ、マスキングテープも好きです☺︎︎︎︎
いろんなことを知りたいので、みなさんの趣味や、興味のあるも
のもたくさん教えてください！ 最近料理をするようになったので、
おすすめのレシピなども教えてください☺︎︎︎︎

女性
30代

みぃたろさん
伊勢通り 88番地

2021年7月15日まで

女性
30代

あいかさん
しゃちほこ通り 279番地

2021年7月15日まで

女性
20代

かこさん
なにわ通り 460番地

2021年4月15日まで

女性
40代

女性
50代

はるさん
どんたく通り 238番地

2021年4月15日まで

旅行、読書、手帳、文房具、鳥
自由とアナログな事が大好きな専業主婦です。早寝早起き犬の散
歩や手帳に日々の事を書くのが朝の日課です。字はキレイではな
いのですが書く事大好きです。２年前にジャンボセキセイインコを
飼ってからすっかり小鳥にハマってしまって只今四羽飼育中！旅行
大好きなのですが今は行けてませんので沢山の方とお手紙を通し
てご当地話を教えて頂きたいと思っています。

るなさん
どんたく通り 237番地

2021年4月15日まで

珈琲、タロット占い、スピリチュアル、散歩
40代、独身女性。婚活に疲れ、現在求職活動中です。タロット占
いが大好きです。スピリチュアルな事が好きだったり、ネットで個
人事業されている方とかハンドメイド作家活動されていたり、個人
輸入業とかされている方（年齢・性別問わず、但し恋愛目的は無
しで）希望。マイペースなので、たまにお返事が遅れたりするか
もしれませんが、それでも許して下さる方が良いです。

女性
30代

柊

海夜さん

ちゅら海通り 60番地

2021年7月15日まで

映画鑑賞、読書(漫画、小説)、カラオケ、写真、
スイーツ作り、折り紙、自然愛好
情報過多な町暮らしが苦手で小さな離島に移住し、豊かな自然と
人々に囲まれて暮らしている30代の会社員です。時間をかけて文
字を綴るのが好きで、子供の頃にやっていた文通が懐かしくなり入
村してみました。好きなことや日々の些細な悩みなどを語り合った
り、知らない世界を教え合ったりできるといいな、と思っています。
よろしくお願いします。

女性
20代

ゲーム、コンピュータ、フルート、読書、アニメ
はじめまして。ずっと誰かと文通がしたくて、買ったかわ
いい便箋が使いたくて、登録しました。お手紙交換、と
ても楽しみです。

2021年4月15日まで

学生時代を思い出して、文通をします。字が汚い、漢字が苦手で
す。とにかくがんばります。音楽 映画 がとにかく好きなのです。
soul musicが大好きです 深夜ラジオが大好きです。よろしくお
ねがいします。

散歩、ハンドメイド、韓ドラ、インド映画、犬、雑貨、イン
テリア、音楽、オーディオブック
はじめまして。 ものづくりや韓ドラ好きな人と繋がれたら嬉しいで
す！ あと他県に嫁いだ方や仕事で他県に越した経験のある人。 慣
れない土地での過ごし方など情報交換しましょう。 最近は節約レ
シピに興味があり、昼食も作ってみたりしています。 コロナもあ
り自粛の寂しさも出てきたので文通を始めることにしました。 宜し
くお願いします。

彩の国通り 437番地

読書、音楽、映画鑑賞、食べ歩き soul music 深
夜ラジオ

文通＊USJ＊塗り絵＊ジャニーズ(NEWS 関ジャニ∞ V6)
＊YouTube＊料理教室
はじめまして、こんにちは☆ 昔から手紙を書く事が大好きでインス
タetcで募集し個人的に文通をしていましたが文通村を知り登録さ
せていただきました！ いろんな話をしながらお互いに無理せずマ
イペースにやり取り出来たらいいなと思っています☆ 話が合う方は
もちろんですが少しでも私と話してみたいなって思っていただけた
ら嬉しいです♪ よろしくお願いします！

まささん

らむさん
彩の国通り 439番地

2021年4月15日まで

読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、絵本や物語執筆、詩
を書く、絵を描く、アート、カラオケ
文章や物語、詩を書くのが好きな夢想家です。ドストエフスキーの
貧しき人々を読み、文通に憧れて入村しました。よく明るくて元気
と言われます。人が好きで、いろんな方とお話してみたいです。
世代も何もかも関係ありません！ どうぞ、お気軽に手紙を送ってく
ださい。

男性
80代

キースケさん
お江戸通り 966番地

2021年4月15日まで

写真 、 俳句 、ハーモニカ
いい年をして孫がいないのでじいさんと呼ばれたことが
ありません
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女性
50代

2021年1月15日

流れ星さん
信玄通り 3番地

2022年1月15日まで

女性
40代

クッション作り

まれさん
琵琶湖通り 59番地

2021年7月15日まで

初めまして。ガラスペンとインクとマステにハマり、使う機会を増
やしたい為入会しました。文房具や雑貨などのお話がしたいと思っ
てます。最近はアンティーク柄を描くことにハマってます。文章を
考えるのは苦手ですが、代わりにペンでゆるっとしたイラストを描
きたいと思います！

あそしさん
かすていら通り 58番地

女性
20代

2021年4月15日まで

はじめまして。独身の時、文通していた事を最近フッと思い出しま
した。保育士をしております。 高2中2小3の子ども達と騒がしく過
ごしておりますので…どなたか私とのんびり気長に、文通をしてく
ださる方よろしくお願いいたします。

ほたるさん
なにわ通り 462番地

2021年4月15日まで

女性
20代

瀬尾

早水さん

相模ハマっ子通り 486番地

2021年4月15日まで

読書、映画、漫画、アニメ、クトゥルフTRPG、
はじめまして、瀬尾 早水（せお はやみ）といいます。 趣味の読書
ですが、ジャンルに関係なくいろいろと読みます。森博嗣のS&Mシ
リーズや京極夏彦の百鬼夜行シリーズなど好きです。ライトノベル
もたまに読みます。 字はあまりキレイな方ではありませんが、一
生懸命手紙書きます。よろしくお願いします。

相模ハマっ子通り 485番地

2021年4月15日まで

SNSの手軽さや便利さもすばらしいですが、やっぱり私
は手書きのお手紙がすきです。好きな本や映画につい
てお話ししませんか。

女性
10代

まり子さん
なにわ通り 461番地

2021年7月15日まで

音楽(邦楽・KーPOP・洋楽等)、美容、読書、短歌、
映画、アニメ、日本文化
通信制高校に在籍している18歳です。 年齢趣味関係なく、楽しく
長いお付き合いが出来れば嬉しいです。 文通をするのがずっと憧
れだったので、長文でも、日々のちょっとしたお話でも、アナログ
な方法でたくさんの方と繋がれるのが楽しみです。 ちゃんとしたや
り取りが出来そうな方(極端に少ない文や、不誠実な方以外)には、
必ずお返事致しますので、よろしくお願いします！

女性
60代

食べること、お絵描き、写真、映画鑑賞、料理
初めまして！ほたるです。食べることが大好きです！子供の頃に
友達と手紙を書いたりしたのが楽しかったなあ…と思い、興味があっ
てはじめてみました。気遣いや思いやりを持つことが得意だと自分
では思ってるので、将来は介護の仕事をしようと思ってます。素敵
な文通相手さんに出会えますように。よろしくお願い致します！

榎本春彦さん
読書、映画鑑賞、お絵かき、小説を書くこと

ハンドメイド、カメラ初心者、プロ野球観戦

女性
20代

2021年7月15日まで

はじめまして。最近は子どもたちの事、仕事の事で疲れていて、
趣味やお手紙を書く事も忘れていました。高校1年の娘、小6の息
子、犬、猫2匹と賑やかに暮らしています。文章は苦手ですが…
よろしくお願いします！

絵を描くこと、文房具、インク、雑貨、デザイン、日本文化、
ペン字、マステ(マスキングテープ)

女性
40代

相模ハマっ子通り 484番地

手芸、御朱印集め、神社仏閣巡り、散歩、相撲観
戦

私の好きな事は、 話をする事、ディズニーに犬。 現
在、ヨークシャーテリアの女の子と 夫との三人暮らし。
子供の居ない主婦です。

女性
30代

うさまるさん

カールさん
お江戸通り 967番地

2021年7月15日まで

ストレッチ、ウォーキングエアロ
おしゃべりで、明るい性格です。明るくて、やさしい人
が好きです、私は60歳代の子なし主婦です。50歳前後
以上の方、お友達になってください。

女性
60代

パープルさん
越後通り 106番地

2021年4月15日まで

料理、読書
今以上に生活に彩りを多く新たな出会いで豊かになる
ように文通村に入会を希望しました。
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第266号
女性
20代

2021年1月15日

さらんさん
お江戸通り 968番地

2021年4月15日まで

女性
50代

散歩、買い物、日記、読書、旅行、音楽鑑賞、韓
国語
手紙を書くことも、貰うことも大好きです！高校生の時にやってい
た文通のどきどきが懐かしくて入村しました。趣味の話や最近の出
来事など、何でも楽しく話せたらと思います。大学院生で何かと忙
しい日々を過ごしていますが、心を込めて丁寧にお手紙を書きま
すのでよろしくお願いします！

女性
20代

わたあめさん
さくらんぼ通り 45番地

2021年7月15日まで

女性
20代

土方茶子氏さん
茶畑通り 186番地

2021年7月15日まで

男性
30代

いおりさん
なにわ通り 464番地

2021年4月15日まで

女性
60代

女性
70代

みちこさん
もみじ饅頭通り 136番地

2021年7月15日まで

読書、ウォーキング、神社巡り、猫と遊ぶ、韓国ド
ラマを見る
新しい年を迎え、文通を始めたいと思いました。現在は
小学生の孫と娘と韓国ドラマを楽しみながら日々を穏や
かに過ごしています。手紙を書くことが好きなので手紙
を通して色々とお話できると嬉しいです。

アンさん
桜島通り 62番地
旅行、

2021年4月15日まで

食べ歩き、韓流ドラマ鑑賞

海外旅行が大好きでした。 夫と各国を巡り知らない土地や 見知ら
ぬ人との出会いが大変 興味深く楽しみでもありました。 いつか又
出かける日の為、オンライン 英会話で勉強中です。 手紙を書くこ
とも趣味の一つです。 未知の方と交流出来たら楽しい事が 増えそ
うです♪

女性
30代

えりぃさん
お江戸通り 969番地

2021年4月15日まで

ハロプロ、お料理、マステ・シール集め、お散歩、
食べること
夫婦でハロヲタをしています。 食べることもお料理をすることも大
好きで、何かに活かせないかと思い「食生活アドバイザー」の資格
勉強中です。 仕事から帰ってお手紙届いていたら癒しだなぁと思っ
て入村しました！よろしくお願いします♪

女性
30代

料理、ビール、ピアノ、ドライブ、サウナ、読書、
株
どうもはじめまして、いおりです。 配送の仕事やってます。37歳
男性独身です。 総合的にLineのやりとりに疲れました。 もちろん
便利な部分もあるんだけど。 それと比べ手紙はいいなと思って、
衝動的にはじめました。 自分の感情を的確に文に綴る人と 文通さ
せて頂きたいです。

2021年7月15日まで

近くのかた、遠くのかた、色々な所にお住まいの皆さん
とやり取りできたらうれしいです。今年から始めた文通。
これから始まる新しい出逢いに縁を感じて…やりとりが
とても楽しみです。

読書（小説、漫画）、アニメ鑑賞、舞台、たまに
コスプレ、着物、ゴロゴロすること
社会人2年目です。文字を書く機会が減ったのでずっと気になって
いた文通、新しい年を機に始めてみようと思い登録しました。多方
面に色々かじっている熱しやすく冷めやすいオタクですが、色んな
方と交流ができたら嬉しいです！初心者ですが、よろしくお願いし
ます！

ピーナッツ通り 406番地

あつ森、朝ドラ、ディズニー、100均巡り、aibo、温泉、絶
叫マシン、日本茶、人間観察

読書、カフェ、アイドル、漫画、ジョギング、カラ
オケ、ペット
文通初心者です。ハガキを買い集めるのが好きです。元々水曜日
郵便局に憧れており、それがきっかけで文通をしてみたいと思いま
した。性別年齢趣味問わず、色々な方とお話してみたいなと思い
ます。好きなアイドルは坂道系全般、好きな漫画はハイキューで
す。爬虫類と魚を飼っています。

ふーみんさん

くぅさん
しゃちほこ通り 357番地

2021年4月15日まで

旅行 90年代V系 焼肉 ラーメン 猫 ディズニー
はじめまして！コロナで自宅に居る事多いので文通してみようと思
いました。 ずっと使ってない便箋やシール等中々捨てられなくて困っ
てたのでこの機会も良いかなと思いました。 色んな人と文通出来
たら嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
30代

アキさん
桜島通り 63番地

2021年7月15日まで

旅行、漫画、アニメ、手紙、写真、ハンドメイ
ド(初心者です)、猫
将来の夢は、お手紙カフェを開くことです✎*。 旅行・漫画・アニメ・
手紙・写真・猫 ハンドメイド(初心者です) 趣味はもちろんのこ
と……♡ 何気ない日常の事などお話したいです♔.ﾟ 旅行も好きで
国内外問わず行くのが大好きです。漫画やアニメも大好きです。
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第266号
女性
30代

2021年1月15日

ちゃしろさん
お江戸通り 970番地

2021年7月15日まで

女性
20代

読書、バイオリン、動物全般、旅行、ジブリ 、ゲー
ム、文具集め、手芸、園芸、自然
30代会社員です。昔購入したレターセットや文房具を使いたいと思っ
ていたところ、こちらを知り入会しました。手書き文字でのまった
りしたやり取りが楽しみです。日頃の些細なことでも何でも、お
話ししてみたいと思っています。よろしくお願いします。

女性
20代

Okittyさん
ピーナッツ通り 408番地

2021年4月15日まで

女性
50代

ネコダスさん
もみじ饅頭通り 137番地

2021年7月15日まで

女性
30代

Kinoaさん
彩の国通り 441番地

2021年7月15日まで

女性
40代

女性
50代

レイラさん
古都みやび通り 167番地

2021年7月15日まで

ビデオ鑑賞、携帯ゲーム、ドライブ
初めまして、レイラと申します。 ここ数ヵ月ガラスペン集めにはま
り、ネットでお気に入りを見つけては少しずつ買ってます。 欲しい
デザインのものがあるのですが、二万円位するので春頃には購入
したいなと思っています。 いろんな話しましょう。

じゅんさん
どさんこ通り 305番地

2021年4月15日まで

ドライブ、猫、道の駅、フリマ、寝ること、海、リサイクル
ショップ、古本屋、プロ野球（日ハム）
皆さんはじめまして。今年48歳になる者で、去年から専業主婦し
てます。 若い頃やっていたアナログな文通を、また始めてみたく
て登録しました。 この春、子育てが一段落つくので、ゆっくり文通
を楽しみたいと思います(^^) 45歳〜の方が希望ですが、基本どこ
の地域、年齢でも男女問わずお手紙くれたら嬉しいです。 宜しく
お願い致します(^o^)

男性
20代

れいちゃんさん
彩の国通り 440番地

2021年4月15日まで

読書、字を書くこと、思索すること、 （没頭できる
趣味が欲しい、、）
学級日誌は好き、レポートは苦手。インクより鉛派。音楽は歌詞
が重要。よく聴く音：BUMP OF CHICKEN,YUKI,サカナクション 漫
画は羽海野チカさん作品。 お仕事で写真を撮ります。続けるか迷
い中。 「なんで生きてるのか」とか考えがち。考えても仕様がな
いので、穏やかに丁寧に過ごしたい、知らない人の見る景色が知
りたい、との思いから入村します。

女性
60代

織姫さん
ピーナッツ通り 409番地

2021年4月15日まで

園芸、登山、染織、犬、読書

読書、漫画、お笑い、映画鑑賞、ゲーム、アニメ、ドライ
ブ、将棋(勉強中)、犬猫、お酒
約1年前に引越をし、家と会社を行き来する毎日に何かを変化がほ
しくて文通を始めました。書く事や文房具が好きなので、この文通
をきっかけに新しいことや、素敵な友人に出会えたらいいなと思っ
ています(^^)文通は小学生の時以来でほぼ初心者ですが、男女年
齢問わずよろしくお願いします。

2021年4月15日まで

大学では心理学を勉強し、今は福祉のお仕事をしてます。始めた
きっかけは、自分の気持ちを伝える練習のため、去年から友達に
お手紙を書いているのですが、もっと色んな人とお話しをしたいと
思い参加しました！みなさんの好きなこと苦手なこと、最近考えて
ることなど、色々なお話しができたら嬉しいです。よろしくお願い
します！

読書、映画、ドラマ、お笑い、漢字検定
無芸大食。ひきこもり専業主婦です。好きな映画はガタ
カ。お笑いは千鳥推しです。漢検準一級をまったり目指
してます。暮らしの中のささやかな感動など楽しく語り
合えたら嬉しいです。どなたでも。

ピーナッツ通り 407番地

映画鑑賞、カフェ巡り、読書、カメラ、乗馬、

旅行、絵本、ドライブ、かき氷、星
字を書くことが好きな人のそばにいたら、手紙を書きた
くなりました。忙しない日々を送っていますが、手紙を
書く心の余裕を持ちたいと思っています。 これ！！って
自信をもって言える趣味を探しています。

すんさん

家庭菜園で一喜一憂し、ふーふー言いながらの山登りで
清々しい風景に感激し、コツコツ機織りをしては、犬に
癒されています。いろいろなお話をやり取りできればい
いですね。よろしくお願いいたします。

女性
20代

月野

もこさん

どさんこ通り 306番地

2021年7月15日まで

消しゴムはんこ、漫画、映画、旅行、ハンドメイド、
野球観戦、乃木坂
字が書きたい！と思い立ち、入村しました道産子OLです。いろん
な方の趣味や、日々の話が聞きたいです！ 是非オススメの漫画や
映画、観光地などなど教えてください！文通初心者ですが、長く
文通できたら嬉しいです！ よろしくお願いします。
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第266号
女性
30代

2021年1月15日

ゆずりこさん
相模ハマっ子通り 487番地

2021年7月15日まで

女性
20代

レザークラフト、ミニチュア作りなどハンドメイド、お菓子
作り、ゲーム、漫画、音楽、彼氏
一回り以上歳上の彼氏と二人で仲良く楽しく暮らしています。持病
が多く体弱め。目指すは丁寧な暮らしと健康に良い食事。Swift勉
強中。「やらない善よりやる偽善」、「知識は力」がモットーです。
いろんな方といろんな何気ないお話ができたら、と思います。特
別面白いことは書けないかもしれませんが、何卒よろしくお願いい
たします(*´∀｀*)

女性
50代

むーみささん
ピーナッツ通り 411番地

2021年4月15日まで

女性
20代

いおさん
ピーナッツ通り 412番地

2021年4月15日まで

女性
20代

安眠ぬいさん
彩の国通り 443番地

2021年4月15日まで

女性
50代

男性
30代

わかさん
お江戸通り 972番地

2021年7月15日まで

イザベルさん
お江戸通り 971番地

2021年7月15日まで

読書、落語鑑賞、海外ドラマ鑑賞、お家カフェ、川柳、下町
散歩、英会話、ケーキ作り、海外文通
こんにちは！ 現在東京に住んでいます。 在宅勤務が続き、ほとん
どパソコンでの作業ということもあり、文字を書く時間がとても大
切になりました。 美文字ではありませんが、一文字一文字を丁寧
に書いた手紙を出したいと考えています。 猫が大好きです。 江戸
情緒を感じられる下町散歩もとても好きです。 いろいろな土地の
いろいろな世代の方との交流が楽しみです。

男性
30代

まさひろさん
杜の都通り 147番地

2021年4月15日まで

読書、ゲーム、YouTube、カフェ巡り
友達が欲しいと言うのと文通というものをやってみたい
という理由で始めました。よろしくお願いします。

女性
20代

読書、音楽鑑賞、現代短歌、動画鑑賞、文章創作、
お茶、美術館巡り
安眠ぬいと申します。よく眠れるようにこの名前に致しました。遠
方のネット仲間と手紙交換を始めたら楽しくなってしまい色んな方
と手紙交換がしたくなり登録致しました。ほんわかとやりとりでき
たら幸いです。ポストを開けて自分宛の何かが届いてる瞬間が好
きです。よろしくお願いします。

2021年7月15日まで

コーヒーがすきで今年から資格を取るために勉強を始めようと思っ
ています。バイクは大型で、ふらっとカフェや長距離ツーリングも
します。最近はマステやアンティークなシールを集めるのにはまっ
てます！年齢、趣味の合う合わないを問わずいろんな方とゆった
りお話がしたいです。よろしくお願いします！

楽器、ゲーム、御朱印巡り、カメラ、友達とお茶
すること
目まぐるしい毎日の中で、きちんと相手の声に耳を傾けて、じっく
り自分の考えや気持ちと向き合う時間がほしいなぁと思い、入会し
ました。趣味の話、日頃考えてること、最近嬉しかったことなど…
いろんな人とお話できたら嬉しいです！

どさんこ通り 307番地

読書、カフェ巡り、アイドル、KPOP、コスメ、ゲー
ム、YouTube、マステ、バイク

スーツさんのYouTubeをみること。
はじめまして。パート勤めの冴えないおばちゃんです。 家族と住
んでいます。 友人は、はるか前に嫁いでしまい気がつけば一人。
小学生の時に文通を楽しかったので、またやってみようかと。 あと
孤独死だけは避けたいなと思ったので。 スーツさん、おのださん
というYouTuberのをみるのが好きです よろしくお願いします

きりかさん

☆ゆうこ☆さん
ピーナッツ通り 413番地

2021年4月15日まで

音楽
はじめまして♪

男性
40代

おのぶさん
お江戸通り 973番地

2021年4月15日まで

音楽、YouTube、ゲーム、勉強、旅行、テレビドラマ、ネッ
トサーフィン、温泉、カフェラテ

釣り、神社仏閣巡り、アイラモルトウイスキー、、
昭和レトロ、文房具

まだ見知らぬ人との文通を通していろんなことを知り、自分の世界
を広げたいと思って登録しました。 普段は、小学生から高校生ま
での人たちを相手に仕事をしています。また、仕事仲間は20代か
ら40代までの人たちばかりです。 楽しいことも大変なこともありま
すが、いろいろシェアしましょう！ ゴールとしては、波長の合う人
が見つかったらうれしいです！

レトロで侘び寂びが効いている物や雰囲気を好んでおります。。
具体的には、プリンターより手書き。蛍光灯より白熱電球。フロー
リングより畳。ベッドより布団。古臭いんだけども温かく心落ち着
くみたいな感じです。 お便り交換できることを楽しみにしておりま
す。 よろしくお願いいたします。
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第266号
女性
20代

2021年1月15日

彩音さん
お江戸通り 974番地

2021年4月15日まで

女性
30代

おふとんさん
いよかん通り 58番地

2021年7月15日まで

ゲーム、アニメ、文房具集め、アロマキャンドル、
お茶全般、うさぎ、クラゲ

ゲーム（第五人格、刀剣乱舞）、ネット小説、犬
猫、レターセット、マステ

初めまして。 気軽にお手紙交換できる方を募集したいです。 学生
の頃からレターセットやシールを集めるのが趣味なのですが、なか
なか人に出す機会がなくて…。 なので消費する意味でも可愛いデ
ザインやキャラもの（リラックマやセンチメンタルサーカス等）も
大丈夫な寛大な人だと有り難いです。 ゲーム（コンパス、ツイス
テ、FF14、最近あんスタ始めました）の話も是非！

オタク丸出しの趣味で失礼します。仕事とゲームしかし
てない日常を、もう少し楽しくしたいなあと思い村民に
なりました。同じ趣味をお持ちの方も、全く違う趣味を
お持ちの方も、どうぞよろしくお願いします。

女性
30代

さとみんさん
六甲通り 319番地

2021年4月15日まで

女性
30代

ゲーム、ショッピング、映画鑑賞

はるかさん
かぼす通り 45番地

2021年7月15日まで

こんにちは。仕事以外はコロナ禍で家にこもりがちです。
新しいことをはじめてみたいと思い、入会しました。
日々のささいなこともお手紙でやりとりできたらいいな
と思っています。よろしくお願いします。

みつるさん
彩の国通り 444番地

女性
20代

2021年4月15日まで

在宅にて仕事をしている子持ち主婦です。 今はまっている事は、
ゲーム（刀剣乱舞などのスマホアプリから据え置き機のゲームま
で色々と）、漫画や小説を読む事です。 三國志ものも大好きで、
小説、ゲーム、映画など色々と手を出しております。 幅広い年代
の方と色々な話をしてみたいと思っておりますので、よろしくお願
いいたします。

さくらさん
お江戸通り 975番地

2021年4月15日まで

読書、映画鑑賞、舞台鑑賞、音楽、スポーツ(主に野球・バ
スケ・サッカー)、料理、ゲーム、動物
30代に突入したもののコロナ禍で人やモノと出会う機会が減ってし
まい、画面を通さない繋がりを作りたくて入会しました。 動物が好
きで、犬を飼っています。本は雑食で、漫画も好きです。アプリ
ゲームもよくやります。体を動かすことも好きで、詳しくはありま
せんがスポーツを観るのも好きです。 文通初心者ですが、性別年
齢問わず色んな方と文通できたら嬉しいです！

おゆさん
さくらんぼ通り 46番地

2021年4月15日まで

図書館に行くこと、動画鑑賞、日記をつけること、ドライブ、
音楽を聴くこと、絵をみること
こんにちは。字を書くことが好きで、文通をつうじてだれかの生
活の時間を共有できればと思い始めてみました。色んな方と日常
のことを話してみたいです。なんでも、なんでもお話ししてくださ
い。休日はもっぱら外に出るのが好きでしたが、去年からは家で
ゆっくりする休日もいいなと思うようになりました。最近は筆文字、
筆絵を始めてみました。どうぞよろしくお願いします。

女性
20代

三國志、ゲーム、読書（漫画、小説）、文房具集
め、子育て、ディズニー

女性
30代

2021年4月15日まで

初めまして。30代後半の女性です。小学生の頃から文通が大好き
でした。懐かしくなり、入会しました。現在育休中で2020年6月生
まれの男の子と毎日一緒に過ごしています。同年代の女性と日常
の何気ないことをたくさんお話ししたいです。ゆっくりペースにな
るかもしれませんが、よろしくお願いします。

旅行、カフェ巡り、のんびりすること、お花、ピア
ノ

女性
40代

めんこい通り 69番地

読書、旅行、料理、スタンプ・マステ集め、小物
作り

私は専業主婦で3人の子持ちママです(・∀・) 10代の頃よ
く文通していて また文通してみたいなーと思うように なっ
たので是非よろしくお願い致します！

女性
20代

ひまわりさん

さきさん
なにわ通り 465番地

2021年4月15日まで

人と話す、寝転ぶ、アイロンがけ
新米社会人です。本来人とコミュニケーションをとるのは好きです
が、会話の中で言いたい事をパッと伝えるのが苦手です。そこで、
内容や伝え方をゆっくり考えられる文通を始めようと思い至りまし
た。週末は寝転んで本を読み、うたた寝をします。アイロンがけ
も好きです。糸のほつれや綺麗な縫い目に気付くことで服に愛着
がわいてくるからです。日常のことを教えていただけたら嬉しいで
す。

女性
20代

じゅうしぃさん
ピーナッツ通り 414番地

2021年4月15日まで

雑貨店巡り、散歩、料理、ゲーム・アニメ、お
茶(種類不問)
はじめまして。様々な方と文章で繋がりを持ちたく、登録致しまし
た。 今まで実家で大型犬3頭と暮らしてました。現在は3代目が健
やかに成長中です（笑）。 動物や季節、食べ物のお話が好きな
ので、是非よろしくお願い致します。
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第266号
女性
40代

2021年1月15日

真夏のあきこさん
ピーナッツ通り 415番地

2021年4月15日まで

女性
30代

女性
20代

じんさん
お江戸通り 977番地

2021年7月15日まで

とちおとめ通り 109番地

2021年4月15日まで

映画、読書

読書、カフェでまったりすること、ラジオを聞くこと、街歩き、
旅行、相撲観戦、サッカー観戦
コロナ前からのリモートワーカー（翻訳職）です。気ままな一人暮
らしではありますが、気まますぎて己の対人能力に危機感を覚え
ております（笑）。 学生の頃吹奏楽＆オケでクラリネットをやって
おりました。ピアノも習っておりましたが、数年で辞めてしまった
ので今年は再開できたらいいなぁ、と思っています。 よろしくお願
いします！

春さん

SNSなどがあまり得意ではない上に独り身で時間があるのでゆっく
り丁寧にお話ししたいと思い始めてみました。 読書が好きで、よく
本を読みます。ミステリーやホラーが好きですが漫画も小説もな
んでも読みます。 字が上手ではないのでお恥ずかしいですが日常
のほっこりするようなお話や綺麗な物の話、なんてことないお話が
できたらとても嬉しいです。

女性
40代

ヒロコさん
杜の都通り 148番地

2021年7月15日まで

読書、映画鑑賞、バレットジャーナル、文房具集め、
ゲーム、YouTube

映画、ドラマ、英国ミステリー、ロードバイク 、紅
茶、温泉、音楽、窓の外を眺める

はじめまして。女ですが一人称は僕です。LGBTです。
介護の仕事をしています。多趣味なので色んな方とお話
したいと思います。 よろしくお願いします！

10代の頃、海外ペンパルがいたことを思い出して、調べてみたら
文通村にたどりつきました。いい時代になりましたね。新年にもなっ
たことだし心機一転！と、チャレンジしようと思いました。久々の
アナログな、時間のかかる文通を楽しみにしています。

女性
40代

のあんさん
彩の国通り 77番地

2021年7月15日まで

女性
50代

古都や街歩き、自然散策、スイーツ、韓ドラ、旅
行、ピアノを少々
字を書くことが好きで日記は手書きで続けていますが、電子化の
流れで書く機会が減り、今回文通を通して、字を書く楽しみ感じな
がらいろいろな方々と知り合えたらと思い入村しました。四季
折々の流れを感じることに幸せを感じ、昭和や古き良き時代に心
落ち着く昭和40年代生です。このご時世、家にいる時間が多いか
らこそ、文通をしたくなりました。どうぞよろしくお願いします。

女性
20代

ここおさん
どさんこ通り 309番地

2021年7月15日まで

女性
30代

紅の猫さん
かすていら通り 59番地

2021年4月15日まで

読書(雑誌、漫画、小説など)、刺繍、ぬり絵、ス
クラッチアート
はじめまして、二児の母で兼業主婦です。仕事から帰って来た時
に、文通相手からの手紙が来ていたら素敵だし、日々の疲れも少
し癒されると思い入会しました。 映画は特にジブリ、エヴァ、ワイ
ルドスピードシリーズが好きです。 趣味はインドア派で広く浅く、
興味を持った物をとりあえずしています。

伊勢通り 89番地

2021年4月15日まで

旅行、カフェ巡り、猫、ドラマ鑑賞、京都巡り、寺
社仏閣巡り。
人と面と向かってお話するのは、とても苦手ですが、中学の頃から
文通は大好きでやり取りしていました。子供の手も離れ、メール
では伝わらない文字での触れ合い、もう一度楽しみたいです。猫
は飼いだして３年目です。どうぞ宜しくお願いします。

女性
20代

文通、 海外マステ集め、一番くじコフレ集め、
文通が小さい頃から大好きでした。同人便箋をコレクションして文
通するということもやってたりして今は集めた海外マステを使って
お手紙出そうと考えてます( ¨̮ )ほのぼのした話や自分語り、時には
愚痴や相談なんかも！希望的に文量は合わせます！

みつきさん

ももたろうさん
信濃通り 123番地

2021年4月15日まで

散歩、ランニング、映画、旅行、お花、アイドル
はじめまして。29歳、田舎で暮らしています。綺麗なも
のや可愛いものがすきです。 色んなことに興味がある
ので、年齢性別問わずやりとりできたらうれしいです。
よろしくお願いします。

女性
20代

ローズマリーさん
しゃちほこ通り 330番地

2021年7月15日まで

読書、映画鑑賞、美術、自然、手芸、ファッション
等
はじめまして、20代後半の独身社会人です。今回お試し入村させ
ていただきました。本屋さんに行ったり、自然の中でゆっくり過ご
すのが好きです。工夫を取り入れた暮らしに興味があり、最近は
暮しの手帖を読んだり、マスクを作っています。量産品よりもハン
ドメイドのものに魅力を感じます。日々の何気ない出来事、発見
したことなどお互いにやりとりできれば幸いです。よろしくお願い
します。

第266号

2021年1月15日

