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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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恵さん
六甲通り 169番地 2021年4月30日まで

女性
40代

編み物、文通、読書、ハロプロ

ポストに手紙が入ってると嬉しくなります。それぐらい文
通が好きです。趣味の話し、日常の話し色々とできたら
と思います。

ナギさん
相模ハマっ子通り 348番地 2021年4月30日まで

女性
30代

読書、音楽鑑賞、ゲーム、写真撮影、散歩、料理

家にいる時も移動する時もずっと音楽を聴いてるくらいの音楽好き
です。ボカロ、JPOP、洋楽なんでも聴きますので、オススメを教
えて貰えると嬉しいです。 また、関西出身ですが関東で一人暮ら
しておりまして、自炊に挑戦中！あつ森やリングフィット、FF14も
楽しんでます！ 年齢性別問わずいろんな方とやり取りできると嬉
しいです。よろしくお願いします。

羊の郵便屋さん
きりたんぽ通り 43番地 2021年7月31日まで

女性
60代

読書、動画配信での映画やドラマ、ドキュメンタリー（国内、
海外）の視聴、短歌(初心者)

日々のささやかな思いや出来事を気軽に書きたいです。相手の方
の住んでいる所やお顔、お気持ちを思いながら手紙を書くことは、
日々の彩りやアクセントになると感じます。女性の方限定でお願い
します。ご縁がありますように！よろしくお願いします。

てくてくさん
お江戸通り 976番地 2021年4月30日まで

女性
20代

おいしいものを食べること、読書(村上春樹さん・俵
万智さんが好きです)

文字を書くことが好きなので登録してみました。楽しみ
の一つになればいいなと思っています☻ 可愛い上生菓子
やお花を見ることが好きです✩︎⡱他にも繊細な感性を楽
しみたいと思っています

宇賀院すずらんさん
お江戸通り 978番地 2021年7月31日まで

女性
40代

生花、和、絵本、珈琲、旅館、神社、文房具、本屋、ねず
み、狼、ハート型、工業デザイン、筋トレ

チョコレートと美しくて食べるのがもったいないケーキが大好きで
す。ポストカードやグリーティングカードで文通出来たらいいなと
思っています。便箋での短文も長文も嬉しいです！文学や映画の
好きな言葉やセリフを是非教えて下さい。年齢関係なく楽しく文通
します。温かい気持ちになるようなお手紙書きますね！

みぃ。さん
お江戸通り 979番地 2021年4月30日まで

女性
30代

カメラ.k-pop.BTS.韓国語(初心者).紙モノ.海外マステ.街巡
り.パンダ.紅茶

日本語教師を目指して独学勉強してます。紙モノ、マステ沼から
脱け出せません。日常のことも含めながら、交換便したりお誕生
日やクリスマスにはカード交換したりできる方希望です☆→40才目
前の独身女です。年齢不問.女性希望。

アメ子さん
うつくしま通り 105番地 2021年4月30日まで

女性
30代

読書、料理、塗り絵、ジグソーパズル、旅行、カ
ラオケ

中学・高校の頃、文通をしていたので、またやってみたいと思い、
登録しました。 就労支援の仕事をしています。 コロナ禍の今、出
会いを大切にしたいと思っています。 プレゼント交換などもできた
ら嬉しいです(o^^o) 年齢問いません。 よろしくお願いしま
す(｡ᵕᴗᵕ｡)

トトさん
なにわ通り 466番地 2021年4月30日まで

女性
20代

深夜ラジオ、音楽、猫、アニメ

深夜ラジオばかり聴いているもので一向に友達ができそ
うにない社会人です。忙しい毎日に小さな癒しが欲しい
と思っております。音楽はスピッツやandymoriなど邦楽
ロック全般が好きです。
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ぽっけさん
琵琶湖通り 60番地 2021年4月30日まで

女性
20代

ハンドメイド、お菓子作り、イラスト、雑貨屋、小物雑貨集
め、レトロ、カフェ、自然、ハムスター

はじめまして。手紙を送る、貰うときのワクワクが好きで、同じよ
うに手紙が好きな方とたくさん楽しめたらなと思い入村しました☺︎
また、字や絵を書くこと、便箋を集めることもすきです。 日々の出
来事や、好きなこと、何気ないお話を通して、いろいろな方の感
性にふれることができたら幸せです。年齢、性別関わらず、気軽
によろしくお願いします♩

ぐりこさん
お江戸通り 980番地 2021年4月30日まで

女性
30代

アート鑑賞、ミュージカル映画、紅茶、文具集め、ファッショ
ン、アニメ、ゲーム、テーマパーク

30代で会社員をしています。昔からお手紙を書くのが好きで、趣
味の話などできたら嬉しいです。ここに書いていない趣味でも、
興味のあることが沢山あります。ぜひ好きなこと、はまっているこ
とを教えていただけたらと思います。

くるめさん
お江戸通り 981番地 2021年7月31日まで

女性
30代

博物館・美術館、カフェ、手帳、アニメ、ゲーム、漫画、映
画、猫、ジャニーズ全般、文房具、料理

趣味が多岐に渡っていると自覚はあるのですが…その中でも長年
「書く」ということが大好きです。 このような世相ですが、だから
こそお手紙を交わしてみたいと強く思い、初めて参加させていただ
きました。 年齢や性別に関わらず、色んなお話ができたら嬉しい
です。 既婚で子なし、保護猫がいます。 どうぞよろしくお願いい
たします。

みるきーさん
彩の国通り 446番地 2021年7月31日まで

女性
20代

コスメ、美容、サンリオ、映画鑑賞、読書、カフェ、
アニメ、アイドルなど

初めまして( •̤ᴗ•̤ )文通に興味があり初めて登録しました。コスメや
美容、可愛いものが大好きです！休日や移動中はいつも読書して
ます。村上春樹さんをはじめ、様々な方の本を読みます。映画は
ホラー系が大好きです！趣味が合いそうな方、お話できたら嬉し
いです♩

ぼたんさん
お江戸通り 982番地 2021年4月30日まで

女性
30代

読書、絵本、音楽、お酒とおつまみ、ゲーム、短
歌、自転車、銭湯、カラオケ

働きながら、夫と娘１歳の３人暮らしをしています。文通は初めて
です。 最近は、武田百合子さんのエッセイをよく読んでいます。
お気に入りのお酒とおつまみは、ワインと焼売です。 皆さまの
日々の暮らしの中の、ちょっと嬉しかったことや、誰かに言いたい
ことを教えていただけると嬉しいです。

ぽてとさん
彩の国通り 448番地 2021年4月30日まで

女性
30代

絵、裁縫、羊毛フェルト 、ゲーム、音楽

毎日の生活の中に、手紙を書くという習慣があったら素敵だなぁと
思い始めてみました。 裏起毛の靴下を買ってあったかいよーとか、
スーパーで買った焼き芋が美味しかったよーとか、日々の小さな幸
せをしたためられたらと思います。 ぽかぽか、ほっこりできる文通
が出来たらなぁと思います。よろしくお願いします〜(*´꒳`*)

つららさん
信濃通り 124番地 2021年7月31日まで

女性
20代

映画、ドラマ、漫画、アニメ、女性アイドル、ゲーム実況、
写真、旅行、カフェ巡り、ドライブ

初めまして。SNSに疲れた時にアナログな方法で人と繋がれる文
通がしたいと思い入村しました。文章や文字も拙いと思いますが、
今まで集めていた便箋を見返してこれからのことを考えるとわくわ
くしています。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。

はるるんさん
お江戸通り 983番地 2021年7月31日まで

女性
40代

読書（小野不由美・茅田砂胡など）、ゲーム（ド
ラクエ・ポケモンGOなど）、鳥

はじめまして。オカメインコと6歳児の世話に追われる兼業主婦で
す。 子供が生まれる前はどっぷり乙女ゲ（主にネオロマ）にハマっ
ていました。今は、子供と一緒にポケGOをしたり、こっそりドラク
エ進めたりしています。 字はキレイではないですが、書くことは
大好きです。よろしくお願いします。

ゆみちんさん
常陸の国通り 147番地 2021年7月31日まで

女性
20代

カフェ巡り、料理、映画鑑賞、旅行、スヌーピー、
ジブリ、ミッフィー、ディズニー

家で過ごす時間が増える反面、人との関わりが少なってしまってい
るので 、文通を再開することにしました ◎ 女性の方であれば年齢
は問いません ！ 手紙を通して、いろんな方と繋がりお話できたら
嬉しいです ⸝⸝ᵕ ᵕ⸝⸝

雪やなぎさん
さくらんぼ通り 47番地 2021年4月30日まで

女性
40代

ドライブ　ショッピング　ドラマ見ること　文房具
集め　ジグソーパズルなど

始めましてー字を書いたりするのが大好きで文通友達探
しています。同じ趣味の方と仲良く慣れたらいいなーと
思います。ヨロシクお願いします。
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日紫さん
相模ハマっ子通り 489番地 2021年7月31日まで

女性
20代

紅茶、カフェ、ゲーム(デジタル/アナログ)、読書、音楽、カ
ラオケ、ペットたち、散歩、温泉

日紫(ひむらさき)です。 LGBTQで自分の心の性は中性に近いかな？
という認識ですが、抵抗なければどなたでも^^ 精神疾患がありま
すが、今年こそ正規就労をと頑張っています。 ポケGO，Switchな
どのゲームやボードゲーム、ボカロ曲が好きです お手紙の形式に
はこだわりません。いろんな方とお話ができたらうれしいですー！

こばしさん
きびだんご通り 97番地 2021年4月30日まで

女性
40代

手紙を書く、切手やポストカード、風景印集め、柴犬、ラン
ニング、ポイ活、音楽、昭和レトロ

元々人見知りのため、SNSは上手く溶けこめずにいます。アナロ
グな人間なので、ここは一度原点に帰ろうとお試しで入村しました。
子どもはいなくて、犬二頭飼っています。 紙ものが好きです。既
製のレタセの他に手持ちの紙もので手作りしたり、時にはバラ
セ(一筆箋など)になることもありますが大丈夫な方、 動物の話が
出来る方、女性でお願いいたします。

ひろりんさん
信濃通り 125番地 2021年7月31日まで

女性
50代

映画鑑賞、読書、ヨガ、テレビドラマ、鼻歌、猫
グッズ

はじめまして。文通してみたくなりました。 バツイチでひとり気ま
まに過ごしてます。 年齢性別問わずいろんな方と他愛ないことを
お話したいです。 郵便受けを開けたときのドキドキワクワクが楽し
みです。

ここあさん
きりたんぽ通り 44番地 2021年4月30日まで

女性
40代

100均やリサイクルショップ巡り、文具＆シール集め、猫、
鬼滅の刃、カフェ巡り、ダイエット

初めて登録してみました。かわいい紙モノやシールなどを集めたり
するのが好きです。暇があれば100均やリサイクルショップ巡りカ
フェ巡りなどに行っています。猫が好きで2匹飼っています。最近
では鬼滅の刃にはまっています。 今回お手紙をとおして色んなこと
をお話出来ればと思います。初心者で字もあまり綺麗ではないの
ですがどうぞよろしくお願いします。

ひまりさん
相模ハマっ子通り 490番地 2021年7月31日まで

女性
20代

食べること、登山、猫、かわいいものが好き、ア
ニメ、音楽を聞くこと

はじめまして。年齢性別問わず、いろいろな方とゆるく
繋がりたくて始めました。 たわいのないことをやりとり
して楽しみたいと思っています。よろしくお願いします。

キキさん
お江戸通り 984番地 2021年7月31日まで

女性
30代

カフェ&パン屋さん巡り、文房具、シール&マスキ
ングテープ集め、旅行

はじめまして！学生時代に文通をしていたのが懐かしく、
またやってみようと思い登録しました。最近はコロナの
ニュースばかりですが楽しいこと、些細な出来事などお
話しできたら嬉しいです。

佐平次さん
ちゅら海通り 61番地 2021年4月30日まで

男性
40代

カメラ、旅行、格闘技、温泉、サウナ、落語

初めまして。大学進学で地元を離れた際、友達と手紙のやりとり
をしたのが懐かしく、入会しました。カメラ好きで、妻や娘のほか、
昭和な感じの商店街や温泉街を撮影することを楽しんでいます。
年齢、性別問わず、色々な方とやりとりできれば嬉しいです。

はつかさん
六甲通り 320番地 2021年7月31日まで

女性
40代

読書、ドライブ、史跡石碑礎石神社仏閣、本
屋web無印web巡り、opal

村民の皆様こんにちは。高校生の子供が勉強している傍らで自分
も静かに勉強する４０代です。この度、集中力低下を言い訳に勉
強しているフリをして文通してみようと思い立った次第です。来年
度受験生の親御さんや、趣味が合ってるぞと思われた方がいらっしゃ
いましたらぜひ。

シエルさん
琵琶湖通り 61番地 2021年4月30日まで

女性
20代

音楽、読書、ラルク、空や虹を見ること、ペットの
お世話

はじめまして。初心者ですが、文通に憧れがあり、始めてみまし
た。今は、トイプードルの女の子とメダカたちと暮らしています。
ラルクが大好きで、愛犬とのお散歩も好きです。いろんな方と楽
しくお話しできたら嬉しいです。資格の勉強中なので、ゆっくりペー
スとなりますが、よろしくお願いします。

えいちゃんさん
桜島通り 64番地 2021年4月30日まで

女性
30代

お手紙書く事 ドラマ見る事 可愛いシールを集める
事

文通相手が欲しいです 男女問わず野球の話できる方がいいです も
ちろん野球以外の話もできる方(*^^*)また介護の仕事してます ド
ラマの話等 また 好きなアーティストは LUNASEA好き♡ 和歌山県
出身で鹿児島で活躍中の 宮井紀行さん好き♡知ってる方いますか？
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ミウマルさん
ピーナッツ通り 416番地 2021年4月30日まで

女性
40代

愛犬との散歩、動物園巡り、神社巡り

子どもの頃から動物が好きです。 愛犬はチワワとミニチュアダック
ス。 また、ジャニーズのKAT-TUNがデビューした時からのファンで
す。 最近は、神社巡りも好きです。 介護職を気付けば10年以上
続けています。 楽しく文通出来れば良いなと思っています！

おちゃさん
ねぷた通り 51番地 2021年4月30日まで

女性
20代

YouTube、旅行、料理、コスメ、猫、文通、レターセット、
ドラクエ、ポケモン、あつ森

現在進行形で文通してますが遂に気になってた文通村に
入会してみました！趣味が合う方と楽しくやり取りした
いです(^o^)よろしくお願いします♪

おじぎさん
加賀の国通り 60番地 2021年4月30日まで

女性
20代

自然･旅行･雑貨屋さんめぐり･アロマ･ヨガ キャンドル･サウ
ナ･読書･宇宙･料理･音楽

おじぎです。日々喜びを見つけ楽しく生きています。周りにいる人
たちと幸せを感じている時、ふとこの瞬間･感動を知らない世界で
も共有出来たらいいなと思い、手紙を通してつながることに興味を
もちました。 幅広い方たちと喜びや幸せを分かち合えたら嬉しい
です。 手紙から広がる情景を楽しみにお待ちしております。 どう
ぞよろしくお願い致します。

チョロンボさん
相模ハマっ子通り 491番地 2021年4月30日まで

女性
30代

化粧、スキンケア、散歩

1歳になったばかりの息子と私の父親(おじいちゃん)と私の三世代
の3人家族です。春からは育休も終了して仕事復帰予定です。そ
んな生活の中で気を張らずに他愛のない話を楽しめる時間を作り
たいと思い入村を決めました(^^) どうぞ宜しくお願いいたします。

にわえびさん
お江戸通り 985番地 2021年4月30日まで

女性
30代

特になし

高校時代から田舎で 下の兄弟の面倒見てるか バイトしてるかの生
活を送り 会社員時代も休みなく働くだけでした。 結婚してしばらく
して会社辞めてパートになり 自分の時間も出来て出産してからは
夢だった専業主婦になりました。 もう友達も居なくなり子供の時
間との中で女性とお話したいです。

じーにょさん
どんたく通り 239番地 2021年4月30日まで

女性
20代

食、料理、詩、ヨガ、栄養、和紙、家事、着付け、健康、
別府、犬猫、四季、脱ステロイド、寝不足

家族と猫一匹と暮らしています。高齢の祖母がいて介助しています。
摂食障害と付き合って5年ですが、最近は調子がいいような気がし
ます。書道を習っていたので、字を書くことは得意です。また、ア
ニメや漫画、二次創作も好きです。子供のころ大量に届いていた
年賀はがきがゼロになり、寂しくて入村しました。多くの方と文面
でお話しできればと思います。よろしくお願いします。

まみさん
ピーナッツ通り 417番地 2021年4月30日まで

女性
20代

料理、マンガ、映画、アニメ、ダイエット、美容、
コスメ、100均巡り、カフェ巡り、

はじめまして！1歳の男の子のママです★ 昔から可愛い
レターセットや文房具が好きでしたが、ただただ眺めて
るだけでは勿体ないと思い、文通をしてみたいなと思い
ました！新しい出会いを楽しみにしてます！

めるさん
火の国通り 53番地 2021年7月31日まで

女性
30代

お洒落、美容、読書、コーヒー、ぬいぐるみ、散
歩、Mr.Children、サスペンスドラマ

初めまして♡コロナ禍だからこそ色々な方とお話してみたいなと思
い入村しました。30代前半の独身ですが、１年前に乳がん手術＆
抗がん剤を経験し、現在は治療とお仕事を両立中です。 多くの方
とご縁がありますように！

しまさん
どさんこ通り 310番地 2021年4月30日まで

女性
20代

読書、ドラマ、アニメ、服、音楽、コスメ

はじめまして。 北海道に住んでいる20歳の専門学生です。 字を書
くのが好きです。 ノルウェイの森を読んで手紙を書きたいと思いま
した。普段口じゃなかなか言えないことも手紙なら伝えられるかと
思い始めてみました。 よろしくお願いします☺︎

雀野 小町さん
常陸の国通り 148番地 2021年7月31日まで

女性
40代

読書、野菜つくり、化粧品つくり、花を育てる、料理、ノル
ディックウィーク、ぼーっとする

はじめまして。犬、猫が好きで毎日わいわいすごしてます。ミツ
ロウリップを作ったのが楽しくて、化粧水とか作るのにはまりまし
た。野菜はまだ初心者レベルです。知らないことが沢山で調べた
りしながら楽しんでます。ぼーっとする時間をつくるのは 得意です。
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理瀬さん
常陸の国通り 149番地 2021年7月31日まで

女性
10代

読書、映画鑑賞、ダンス、音楽、猫と遊ぶこと、
おいしいものを食べること、お笑い

はじめまして！理瀬(りせ)といいます。このペンネーム
は恩田陸さんの作品に出てくる「水野理瀬」からとりまし
た。2021年は本を100冊読むのが目標です！また、音
楽が大大大好きです！よろしくお願いします！

めろん子さん
きびだんご通り 98番地 2021年4月30日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞(ジブリ大好き・洋画)、漫画・アニメ(王道系
多)、スポーツ観戦、NHKの番組

自己紹介の文章って難しい…！と悪戦苦闘中です…。かれこれ1時間
（笑） 最近はNHKの番組がとても好きで、特に『ねほりんぱほり
ん』、『ドキュメント72時間』、『SWITCHインタビュー達人達』が
お気に入りです。 みなさんがどんな人生を歩んでこられたのか、
お話を聞かせていただけるととても嬉しいです。 一緒に色々なお
話をさせてください！

あずさん
しゃちほこ通り 359番地 2021年4月30日まで

女性
40代

読書(松本清張)/漫画(魔夜峰央)野球(カープ.ホークス)/ロシ
ア/出勤前の0655

独身の医療従事者です。仕事、食べ、寝るだけの生活が延々と続
き何か変わったことをしてみようと考えて入村しました。純喫茶、
昭和の歌謡曲、フィルム(トイカメラ)など、とにかくレトロなもの
が好きです。 文通は中学生以来ですが、楽しくやりとりできたら
と思っております。100均レタセ構いません(私も買いに行けません
し)。よろしくお願いいたします(*^^*)

ゆきみいぃさん
伊勢通り 90番地 2021年4月30日まで

女性
30代

紙モノ/シール/マステ(*´ω｀*) スキンケア/メイク/ダイエッ
ト 荒野行動

初めまして♥ 紙モノ系が大好きな30代ゆきみいぃで
す！Instagramで色々紹介してるのでよかったら見てください！ (
'ω'o[y_z_k1006]oです スキンケアとかメイクに関してもお話でき
たらいいな…

フォレストさん
なにわ通り 467番地 2021年4月30日まで

女性
40代

読書、映画鑑賞、紅茶（カレル・チャペック）

皆さま、初めまして！私は子育てしている専業主婦です。趣味は
読書で、小説も絵本も好きです。皆さんと本の話が出来たらなぁ✨
と思ってます。それ以外にも観た映画や何気ない小さな幸せなど
様々なお話を手紙でやり取りが出来るのを楽しみにしています♪ 手
紙も、100均のレターセットや一筆箋、ポストカード、何でも大丈
夫です！ どうぞ宜しくお願いします✨

うさももさん
しゃちほこ通り 360番地 2021年7月31日まで

女性
40代

文房具、文具店.雑貨店に行くこと、読書(イヤミス
系)、愛犬

はじめまして、18歳16歳の子供と2歳のトイプードルがいます。イ
ラストレーターのmizutamaさんが好きです。少しずつ自分の時間
ができて来たけど、なんだか寂しい感じ…色々な方とお話し出来
たらと思ってます。宜しくお願いします。

しまこさん
伊勢通り 91番地 2021年4月30日まで

女性
30代

旅行、食べ歩き、手芸、音楽鑑賞、小物集め、読書、漫画、
アニメ、ゲーム(ツイステ、刀剣乱舞)

文通は小学生の頃以来です。また遠くの誰かと繋がってみたいと思
い、始めました。日々の出来事をお互いに話したり、特に趣味の
旅行やゲームについて語れたらうれしいです。色んな年齢の方と
お話しできたらと思いますのでよろしくお願いします。

しょうこさん
上州三山通り 96番地 2021年4月30日まで

女性
40代

パッチワーク、読書、ストレッチ

こんにちは。 私は20年勤めた郵便局を辞めて家でパッ
チワークなどしたりお出かけしたりするのが好きなﾊﾞﾂ2
な女子です。子供はいません。こんな私でよければよろ
しくお願いします。

リリーさん
どさんこ通り 311番地 2021年4月30日まで

女性
20代

読書、音楽・映画鑑賞、アニメ

はじめまして、こんにちは。 文通というメールでは味わえない手
書きの温かさが好きです。 共通の趣味の話で盛り上がりたいです
し、まだ知らないジャンルについても学んでいきたいと思っていま
す。 日々の出来事を穏やかな気持ちで語り合いたいです。 よろし
くお願いいたします。

餡子さん
お江戸通り 986番地 2021年4月30日まで

女性
30代

美容、漫画アニメ、海外ドラマ、動物、食べること、
喫茶店

はじめまして。餡子（あんこ）と申します。美容と漫画、食べるこ
とが大好きです！久しぶりに文通がしたくて入村しました。同じ趣
味の方もそうで無い方も仲良くしてください。沢山の方と色々なお
話ができればと思います。よろしくお願いします。
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彩さん
いよかん通り 59番地 2021年4月30日まで

女性
20代

食べること、音楽鑑賞、絵を描くこと

気分屋な暇人です。人と関わりたいけれど会話が苦手なので、手
紙を通じて色んな方とやりとりしたいと思い、入会しました。可愛
いものや、綺麗な景色、アニメ、ポケモンが好きで、食べ物は特
にパンが好きです。 文章力や語彙力はあまり無いので、拙い文に
なるかと思いますが、よろしくお願いします。

デイジーさん
なにわ通り 468番地 2021年4月30日まで

女性
50代

読書、マンガ、アニメ、文楽鑑賞、商店街巡り、
テレビショッピング、美味しいもの探し

はじめまして。10代の頃は友人と文通を楽しんでいました。最近
は手書きの文字を書く機会がめっきり減りましたが、ふと、むかし
文通ってやってたよなぁと調べているうちにこちらを見つけました。
手紙を通じて性別年齢問わず色んな方と気軽に交流できたらなと
思います。よろしくお願いします。

夏美さん
杜の都通り 149番地 2021年4月30日まで

女性
40代

飛行機に乗ること・犬と遊ぶ・旅行 文通・便箋集め・
ダイビング・沖縄遊び

飛行機に乗ることが大好きな私です。最近は飛行機に乗
れなくなりましたが、空を愛してやまないです。 この頃
のニュースは事実婚をしたこと。紆余曲折ありましたが、
ゴールイン！

にゃお。さん
ピーナッツ通り 419番地 2021年4月30日まで

女性
20代

音楽、手芸、カメラ、ファッション、アニメ、漫画、
サンリオ、芸術

文字を書くのが好きですが、うまくはありません… ゆっ
たり長く趣味の合う方と分通出来たらいいなと思いはじ
めてみました。 しばらく手紙を書いていないので緊張し
ています…。

あこさん
なにわ通り 469番地 2021年7月31日まで

女性
30代

旅行、御朱印巡り、映画ドラマ鑑賞、雑貨、カフェ、美術館、
音楽、PUBG、フーズボール

はじめまして。旅行・神社・お城が好きです。結婚してる兼業主婦
（現在は仕事探し中）で、のんびり夫と二人暮しです。(^^)
日々の愚痴とか楽しいことを話したいです。お気軽にお手紙下さ
い♪マステ・レタセ集め、LINEキャラクターのぶたたのグッズ集め
も好きです。※SNS・ブログに手紙を載せるのはご遠慮くださ
い(つㅅ･`)･゜

ひぽりさん
彩の国通り 449番地 2021年7月31日まで

女性
20代

ゲーム(Switch、アプリ/TRPGなど)、音楽を聞く、鳥(白文
鳥)、絵を書くこと

初めまして。ひぽりと言います。 手紙の温かさに触れたいなと思
い、体験入村しました。 趣味が広く浅くなので色々な方との文通
で、趣味を広げていけたらいいなあと思っています。 マイブーム
はあつ森です。 文鳥を飼っています。 絵を書くのが好きなので、
イラストを書くかもです。 お返事はゆっくりペースです。 よろしく
お願いします。

えりんさん
桜島通り 65番地 2021年7月31日まで

女性
30代

スポーツ、旅行、映画、アニメ、読書、音楽、雑
貨、ゲーム

文通初心者です。手書きって不思議と心暖まるものだと
感動して体験入村しました。 色んな事に興味があります
し、文通を通して人生経験ができればと思っています！
どうぞよろしくお願いいたします！

雪虫さん
お江戸通り 987番地 2021年4月30日まで

女性
10代

読書、映画・音楽・舞台鑑賞、水泳、散歩、ギター
演奏、アイドルのライブ映像鑑賞、歌

はじめまして。手紙を書くのが好きで始めてみました。
よろしくお願いします。3ヶ月で退村する予定ですが、お
手紙歓迎です。

なこさん
もみじ饅頭通り 139番地 2021年7月31日まで

女性
30代

創作活動（漫画、イラスト）、ショッピング、読書（特に昔
の少女漫画）、キャラクターグッズ収集

はじめまして、なこと申します。 かわいいもの、食べる事、創作
活動が好きな独身女性です。 色々な方と交流させて頂きたく入会
致しました。 深刻な話、プライベート過ぎる話は苦手なので、互
いの好きな事を中心に楽しく気軽にやり取り出来ましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

桜茄子さん
杜の都通り 150番地 2021年7月31日まで

女性
20代

読書、アニメ、ゲーム、漫画

はじめまして、桜茄子と申します。 二次元にハマっています。現
在はfate作品にハマっています。その他刀剣復帰しました。 漫画
は少年誌でラブコメからバトルまでなんでも読みます！現在、呪
術勉強中です。 小説は垣谷美雨さんにハマリ中。その他気の向く
ままに… 短文でも良いです。色んな方とお話できたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
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修一さん
ピーナッツ通り 420番地 2021年4月30日まで

男性
20代

読書、散歩、映画、漫画、アニメ、海外ドラマ

はじめまして。修一と申します。 おうち時間が長くなり人と交流す
る機会が減ってしまったので始めてみようと思いました。人の話を
聞くと自分の世界も少しだけ広がるような気がするので好きです。
年齢性別問わずいろいろな方と、日々ちょっと感じたことや好きな
こと、日常の何気ないことなどをやりとりできたら嬉しいです！文
通は初めてですがよろしくお願いします

ねむみさん
お江戸通り 988番地 2021年7月31日まで

女性
20代

映画鑑賞、ゲーム、漫画、旅行、写真(風景・動物)、
野球観戦、キャンプなど

初めまして、ねむみと申します。 15年程前に文通をしておりまし
たが、また文字を通して交流をしたいと思いました。 共通の趣味
でお話出来るのも楽しみですが、知見を広げたいため知らない事
をお話出来る方とのお話も楽しみにしております。

こもれびさん
ピーナッツ通り 421番地 2021年4月30日まで

女性
30代

音楽、楽器演奏、読書、カメラ、ゲーム、映画鑑
賞

自分が知らない色々な考え方、価値観、景色にふれてみたくて体
験入村しました。皆さんの大切にしている物事や夢中になっている
もの、日常の出来事など、年齢・性別関係なく、短くても長くても
構いません。いろいろお話ししたいです。オススメの本なども知り
たいです。文通は初めてですがよろしくお願いします。

えつこさん
お江戸通り 989番地 2021年4月30日まで

女性
50代

読書、ピアノ、音楽鑑賞、映画鑑賞、美術館巡り、
YOUTUBEで動画を観ること

今となっては仕事の時や買い物のメモのためにしか字を書かない
ため、人に読んでもらうための字を長い間書いていません。下手
でもいいから丁寧に、気持ちを伝えるための言葉を誰かに届けら
れたらいいなと思います。 ふと感じたこと、好きな趣味のマニアッ
クなこと、日記みたいなことでもいい、メールじゃなくて文通だか
らできる言葉のやり取りができるといいなと思います。

コギ母さん
どさんこ通り 312番地 2021年4月30日まで

女性
50代

カラオケ

カラオケが好きでよく歌っています。

まんねんさん
しゃちほこ通り 361番地 2021年7月31日まで

男性
30代

映画鑑賞

古い映画から最近の映画まで、いろんな映画を観ます。特に洋画
が多いです。 映画の感想や日々の雑感を文通を通して、共有した
いと思います。 文通初心者であり見苦しい字ですが、心を込めま
す。 よろしくお願いします。

ひささん
古都みやび通り 168番地 2021年4月30日まで

女性
30代

文通、カフェ巡り、映画鑑賞、ディズニー、読書、
文房具、音楽

KATーTUN、ディズニーリゾート、文房具が大好きです！趣味が一
緒な方はもちろん、そうでない方、色んな方とお手紙でお話でき
たら嬉しいです！ 手紙では何気ない日常や、お互い好きな事を自
由にお話できたらと思います！

そらさん
越後通り 10番地 2021年7月31日まで

女性
40代

音楽、ゲーム（あつ森）、YouTubeを見る

そらと言います！ 音楽はMr.Childrenが好きでよく聴いています。
最近ハマってるゲームはNintendoSWITCHのあつ森です。年齢問
わずにいろんな方とお話がしたいです。よろしくお願いします！

さわりえさん
相模ハマっ子通り 493番地 2021年7月31日まで

女性
40代

オーラソーマ、雑誌マイカレンダー、村山由佳、写真、ハー
ゲンダッツ、透明なもの、ジャニーズ

万年筆でわしわし書きたくて登録してみました。統一感のない趣味
ですが、ひとつでも気になるところがありましたら（なくても！）
短文からでもお気軽にお願いします。カラーセラピーとタロットと
占星術を深掘り中。ジャニーズは浅く広くゆるっと好きです。優し
い漫画に出会いたい。夫婦ふたり暮らし。（私HSPかも？なお仲
間さんとこっそりお話できたら嬉しいです。）

菊華さん
さくらんぼ通り 48番地 2021年7月31日まで

女性
40代

かぎ針編み、YouTube、珈琲豆を挽く、読書（怪談、歴史、
推理)、乙女ゲーム、筋トレ、

最近は、ほぼ独学で始めたかぎ針編みが楽しくて毎日こつこつ編
んだり、YouTubeを観ながら筋トレをする毎日です。いろんな所
の方と、お互いの観光名所の話などもしてみたいです。そういう
所があるんだな～と旅行気分になれて楽しいかも。もちろん、普
段の何気ないお話もたくさんしたいです。



第267号 2021年1月31日
9　　

都築暁子さん
さくらんぼ通り 49番地 2021年4月30日まで

女性
10代

読書、音楽を聴く(ピアノを弾きます。)、絵をかく、映画・ド
ラマを見る、など。多趣味です。

こんにちは。 暁子と申します。 様々なことに興味があり、年齢・
性別を問わず、いろんな方のお話を聞かせていただきたいと思っ
ています。 手紙を書くからには、大切にお返事させていただきま
す。ぜひ、よろしくお願いします。

nancyさん
六甲通り 321番地 2021年4月30日まで

女性
50代

畑での野菜作り、ギター、フラワーアレンジメント

自分で野菜を作って食べ、ギターでハワイアンを奏で、
そしてお花で雑貨を作ることに楽しさを感じています。
初心者ですが、よろしくお願いいたします。

めぇーむさん
なにわ通り 470番地 2021年4月30日まで

女性
20代

音楽を聴くこと、プロ野球観戦、漫画を読む

こんにちは。めぇーむです。 いろんな方とお話をしたくて、文通村
に登録しました。 音楽…邦楽、洋楽、クラシック、ジャンル問わず
何でも聴きます。 野球…阪神タイガースファンです。 漫画…少年・
青年漫画が好きです。少女漫画も少し読みます。 違う趣味の方で
も構いません。どなたでもウェルカムです。 よろしくお願いします。

ひびさん
お江戸通り 990番地 2021年7月31日まで

女性
30代

読書、ゲーム、舞台

はじめまして。色々な方の考え方に触れたいと思い体験入村いた
しました。文章を読むこと、手書き文字を見ることが大好きです。
創作する方のオタクでしたが、今はお休み中。些細な日常、皆さ
んの好きなことについてなど、たくさんの方とお話しできたら嬉し
いです。猫二匹と暮らしています。

まなつさん
なにわ通り 471番地 2021年7月31日まで

女性
30代

文通、紙モノ収集、音楽

私*30代独身(バツイチ) 子供はいますが一緒に暮らしていません。
好きなものなど*カラオケ、アニメ、動物、ゲームなど 最近はハン
ドメイドなんかにも興味あります！ ※レタセに拘りはありませんが
ルーズリーフやチラシはちょっと悲しいなぁ…… NG*最低限のマナー
が分からない方 メンタルや外見、体型などに偏見がある方

おもちさん
どさんこ通り 313番地 2021年4月30日まで

女性
20代

映画鑑賞、旅行、写真、カフェ巡り、ドライブ

状況が落ち着いたら全国各地に旅行に行きたいと思って
おり、おすすめの場所(有名ではなくてもお気に入りス
ポット等)をこそっと教えていただけたら嬉しいです。

はな雪さん
信玄通り 37番地 2021年4月30日まで

女性
20代

写真、植物、自然、絵、星座、アウトドア

こんにちは！自然や植物が好きでよく写真を撮りにお出かけしてま
す。癒しのある日常、ゆとりのある時間を求めて文通村を始めま
した！文通を通していろんな方と繋がれたらなと思います♪皆さん
の興味があること是非教えてください！

ほまれさん
お江戸通り 992番地 2021年4月30日まで

女性
30代

ディズニー、ドラえもん、TRPG、創作（絵、漫画、小説な
ど）、音楽鑑賞（クラシック）、観劇

気の向くままに集めていた万年筆や文具、便箋類に「折角だから使っ
てあげたい」という思いが湧き、気軽に文通ができればと村民にな
りました。 最近は、姪っ子と一緒に楽しめるボードゲームや室内遊
びがないか模索中です。 好きなもの、興味のあるもの、やりたい
ことが沢山あるので、手紙を通してお互い楽しくお付き合いをがで
きれば嬉しいです。

ロマンチッカーnaoさん
なにわ通り 472番地 2021年7月31日まで

男性
50代

読書　書くこと　万年筆

心を込めて手紙を書く。そういう相手がいるってほんとに幸せなこ
とだと思い、以前より文通をしたいと思っていましたが、字がめっ
ちゃ汚くってずっと躊躇しておりました。しかし、今やらないと一生
出来ないと恥を忍んでやろうと決意しました。本を４冊出していま
すが、売れずにずっとサラリーマンをしております。死ぬまで書き
続けるつもりです。

なおさん
相模ハマっ子通り 494番地 2021年4月30日まで

女性
40代

書道、音楽鑑賞、カラオケ、バイク、文具集め、シール集
め、マステ集め、珈琲、漢字、サンリオ

文通が懐かしいと思い、入村いたしました。 手紙のやり
取りは随分前ですので、初心者同様です。 趣味の合う
方、そうでない方も、手書きの温かさを共感できたら嬉
しいです。 よろしくお願いします。
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popoさん
越中通り 54番地 2021年4月30日まで

女性
30代

シール集め、手帳、ハムスター、パン、読書、ゲー
ム、歴史

はじめまして。小学生の子供がいる専業主婦です。ゆっくりと文通
してみたいと思い登録させていただきました。趣味でシールやマス
テ、紙ものを集めています。ハムスター(パールホワイト)の小さい
女の子がいます。読書やゲーム、歴史のお話も好きです。よろし
くお願いします。

さつきさん
なにわ通り 473番地 2021年4月30日まで

女性
30代

社交ダンス、喫茶店などで本を読む、映画を観る、
音楽を聴く、空や月をみる

はじめまして(^ ^)手紙を書くことが好きなのですが、なかなか出す
相手がおりませんので、今回こちらに登録致しました。 季節を感
じることが好きで、毎日移り変わる空を見上げては静かに感動し
ています。 周りにこういう話を理解してくれる方がいないので、手
紙でも繊細なやりとりが出来たら良いなぁ…と思っています。 こん
な私ですが、どうぞ宜しくお願いします。

しまとりさん
火の国通り 54番地 2021年7月31日まで

女性
40代

ハンドメイド 、手芸、ゲーム、漫画、手帳、ほぼ日、おす
そ分け、紙もの、シール、マステ集め

はじめまして 趣味はハンドメイド （ミニチュアやぬいぐるみ布小
物など）イラストを描いたりする事、ドール（人形）も好きで洋服
など作ってます。今は子供とツイステにはまってます(*'ω'*)猫2匹、
うさぎ、豆柴を飼っていて、リフレクソロジーの資格を勉強中です。
よろしくお願い致します

うさぎさん
加賀の国通り 61番地 2021年4月30日まで

女性
30代

羊毛フェルト、文房具、読書

羊毛フェルトとノートの中で自分と会話をすることが大好
きです。ときどき、文房具さんに行って、マスキングテー
プやレターセットなどを見に行ったり、購入する事によっ
て、日常生活からの息抜きをしてます。

はみがきこさん
お江戸通り 993番地 2021年4月30日まで

女性
20代

お菓子作り、ドラマ・アニメ鑑賞、読書

はじめまして！。 文通ができるお友達ができたらいいなと思って
登録しました。 暇なときはお菓子作りとかドラマ・アニメ見たり読
書したりしてます。 お菓子は主に洋菓子、ドラマは月９と海外、
アニメはブラッククローバーとか少年漫画系のものが好きです。
よろしくお願いします。

きこさん
なにわ通り 474番地 2021年4月30日まで

女性
20代

読書、映画、ドラマ、ペン習字、カラオケ、ミッ
フィー

お家での時間を充実させたくて、文通に挑戦してみようかなと！自
分の考えてることを文章にしたり、文字を書くのが好きです。最近
は読書も頑張りたいなと思ってます。小さい頃からミッフィーが大
好きで、いつの日かユトレヒトに行くのが夢です！！朝ドラと大河
ドラマのヘビーユーザー。

三ッ辻たまきさん
彩の国通り 451番地 2021年7月31日まで

女性
40代

マンガ・アニメ、アプリゲーム、観劇、御朱印、二次創作
（ＲＯＭ専）、食べ歩き、スイーツ

はじめまして！広く浅くが信条のマイペース人間です。文通をして
みたい気持ちの熱さに反比例して悪筆ですが、それでも良ければ
宜しくお願いします(*'▽') マンガとアプリゲームが好きでアニメも
見ます。銀英伝、呪術、刀剣、第五人格etc.観劇（帝劇・宝塚）
では「レ・ミゼラブル」「エリザベート」が好きです。去年から御朱
印を集め始めました。

ちよこさん
お江戸通り 994番地 2021年4月30日まで

女性
30代

クラシック音楽鑑賞、楽器演奏、研究、語学勉強、お酒、
美味しい居酒屋探し、旅行、漫画、ゲーム

誰かに手紙を書きたくなったので登録してみました。今日のことと
か、日々思うことなどを互いにやりとりできたら嬉しいです。甘い
ものやお酒が好きです。ゲームも浅くやりますが、最近はリング
フィットを続けています。文通初心者ですがよろしくお願いします。

みろさん
しゃちほこ通り 362番地 2021年4月30日まで

女性
50代

旅行、お酒、ドイツ、海、読書、ショッピング、犬、
カエルグッズ

はじめまして！手書きの文字に癒されることに気づき入村しました。
食べることと飲むことが大好きです。10年以上のブランクで趣味に
書けませんが、ダイビングも好きです。こんな私ですが、趣味や
地域・年代問わず仲良くしてください(^^)

みいのさん
お江戸通り 995番地 2021年4月30日まで

女性
30代

ゲーム、ファッション、お絵かき

極度のコミュ障のため、人付き合いがとても苦手な傾向がありま
すが、文字を書くのは好きなので、同じような趣味で文通友達が
できたら楽しいかなと思い申し込みました。ファッション趣味は見
るのも着るのもカジュアルから過剰装飾まで幅広いです。ゲーム
はスマホかSwitchです。お絵かきは鉛筆とかで動物っぽいものを
よく描きます。よろしくお願いします。
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はなさん
ピーナッツ通り 422番地 2021年7月31日まで

女性
40代

読書、手芸、旅行、神社仏閣巡り（御朱印）、文房具・手
帳、映画鑑賞、ゲーム、ショッピング

夫と3歳の子供+猫の3人1匹暮らし。一番の趣味は読書で、ジャン
ル問わず読みますが、ホラー（怪談）や歴史ものが特に好きです。
最近、趣味と言うには中途半端だった編み物スキルを上げるべく、
棒針の通信講座を受講し始めました。ゲームはポケGoと刀剣乱舞
を細く長く…。40代の小綺麗ファッション模索中です。趣味や自己
紹介にピンときた方、お手紙お待ちしています。

星野さん
とちおとめ通り 110番地 2021年4月30日まで

男性
10代

本・映画・散歩・将棋・ハイキング

近所のちょっとお気に入りのところとか、最近グッときたこととか、
嬉しかったこととか、そんなことを話してなんとなく相手の情景を
想像出来たら楽しいだろうと思います。 お手紙いただければ返事
します 最近は「ティファニーで朝食を」にぐっときました 村上春樹・
米澤穂信・ジェフリーアーチャー・モンゴメリ.etc...

こんぶさん
ピーナッツ通り 423番地 2021年7月31日まで

女性
20代

さんぽ、ねことあそぶ、パズル、アニメ、絵をかく、
ぼーっとする、夕日をみる

絵を描くことが好きです。 アニメを見ることも好きで最近は進撃の
巨人にはまっています。 BLACKEPINKとTWICEも好きです。 本を
読むことが苦手なので毎日少しづつ読むようにしています。(*^-
^*)

のんちゃんさん
越後通り 71番地 2021年4月30日まで

女性
50代

ガーデニング、ドライブ、100均巡り、絵本集め

はじめまして。文通は久々になります。ポストにお手紙
が入っているとうれしかった事を思い出し、登録しました。
何気ない日常のお話をしませんか？よろしくお願い致し
ます。

あやさん
なにわ通り 458番地 2021年4月30日まで

女性
40代

マンガを読む事、観劇

はじめまして。今まで文通をしたことなかったのですが、
いろいろな人と手紙を通して日常のことや、いろいろな
ことをおはなししたいと思ってます。よろしくおねがいし
ます。

鉄ちゃんさん
お江戸通り 977番地 2022年1月31日まで

男性
50代

旅行、カトリック教会の日曜ミサ

はじめまして。旅が趣味ですが、コロナで行かれません。
高倉健さんに憧れて、優しい風に吹かれたいので、旅を
します。皆さんどうぞよろしくお願いします。


