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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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アプリコットさん
六甲通り 323番地 2021年8月15日まで

女性
60代

読書、映画鑑賞、数独、お気に入りのカフェで本
を読むこと

ステイホームの毎日ですが、日常の生活の中に小さな
幸せを見つけていきたいものです。 お手紙、お待ちし
てます。

茶々さん
めんこい通り 7番地 2022年2月15日まで

女性
30代

音楽鑑賞／ライブ、楽器演奏、国内旅行、益田ミリ／群よ
うこ／柚月麻子、駅スタンプ集め、マステ

文章力はないのですが、文字を書くのが好き／文房具が好きを活
かして、家にいてもできる人との交流を求めて、再入会しました。
世間話のように楽しく、年齢／性別関係なく、無理のないペースで
いきたいと思いますので、よろしくお願いします。

小百合さん
上州三山通り 41番地 2021年5月15日まで

女性
30代

読書、ほぼ手帳、文具集め(マステやシールなど)、本屋巡り、
雑貨集め、ゲーム、映画鑑賞

本を読むことと文字を書くことが好きな文通初心者です。現在はほ
ぼ日手帳とロルバーンを愛用しています。作家では村上春樹と江
國香織が好きです。色んな方とお手紙を通して交流したいです。
話題は同じ趣味の話でも、全然違う内容でも大歓迎です。喜んで
お返事を書かせていただきます。楽しい文通生活を送れたらと思っ
ています。どうぞよろしくお願いします。

文夏さん
阿波の国通り 13番地 2021年5月15日まで

女性
20代

読書、ショッピング、YouTube、少し韓国ドラマ、
大相撲、飛行機

前回突然退会してしまい、再開です。新たにお相手して頂けると
幸いです。 前職を病気で辞めて、現在は療養をしつつ大学生をし
ております。体調により、返信が遅れてしまったり、あまり多くの
人と文通するのが難しかったりするかもしれませんが、色んな人と
日常や色んなお話などしたいと思っております。宜しくお願いしま
す。

フリージアさん
相模ハマっ子通り 190番地 2021年8月15日まで

女性
50代

紅茶、カフェ、音楽、雑貨、花、日々の暮らし、
建築、美味しいものと楽しいおしゃべり

美味しいものや楽しい話を持ち寄ってゆったりすごすお茶タイムの
ような文通ができたら嬉しいです。カフェやお店・美術館や建築に
立ち寄りながらの街歩き、空を見上げたり季節を感じるひととき、
清々しくのびやかな心地のする時間やコト・モノ・場所が好きです。
いろんな地域・年代の方とのご縁をたのしみにしています。

ゆばさん
なにわ通り 111番地 2021年8月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、Netflix、ジャニーズ、7ORDER、グッズ
収集など

はじめまして。ゆばと申します。 文通がしたいなと思い登録しまし
た! 好きなものは映画、洋楽、ジャニーズ(SnowMan、IMPACTors、
関ジュ)、7ORDER、K-POP(セブチ、VIXX)、海外ドラマ、海外ア
ニメ、声優、ゲーム実況、ディズニー(リゾートも)など多趣味です。
お話が合う方もそうでない方も仲良くして下さい!

えびちゃんさん
ピーナッツ通り 418番地 2021年5月15日まで

女性
50代

旅行、読書、映画鑑賞、料理、食べ物屋巡り、さ
だまさし、玉置浩二。これからピアノ

旅行というより旅好き。本を２～３冊持って一人でふら
ふら出掛けてボーッとする時間が何よりの癒し。温泉、
歴史、神社、グルメ、乗り鉄、聖地巡礼などテーマは
それぞれです。伊勢神宮の近くに住みたい人。

ぴーさん
どんたく通り 240番地 2021年5月15日まで

女性
30代

カフェ、パン屋巡り、旅行、本屋、音楽、テレビ、神社仏閣、
自然、インコ、美術館、ぼーっとする

はじめまして。30代半ばの独身女性です。コロナ禍でふと寂しく
感じることが増え、誰かとほっこり交流できたらなと思い、始めて
みました。文通はほぼ初心者で少し自信が無いですが、日々の何
気ないことなどを、楽しくあれこれお話できたら嬉しいです。よろ
しくお願いいたします。
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りんりんさん
六甲通り 322番地 2021年5月15日まで

女性
50代

映画鑑賞、カフェ巡り、商店街巡り

商店街巡りをしながら、時折カフェで、大好きな映画を思い出しな
がら、休憩するのが、大好きです。そして雨音を聞きながら、窓
を伝う雨の雫を、感じながらの珈琲は、自分にとって最高の贅沢で
す。宜しくお願い致します。

クローバーさん
六甲通り 324番地 2021年5月15日まで

女性
40代

料理すること、食べること、絵本を読む

何気ない日常の中で、楽しいことや嬉しいことを共有し
たいと思っています。今は、花を見たり、あつまれどう
ぶつの森のゲームをしたり、子育てもしています。

たゆさん
信濃通り 126番地 2021年8月15日まで

女性
30代

文通、ハンドメイド、読書、ディズニー、動画鑑賞
など

はじめまして。たゆと申します。 昔からお手紙を書くのが好きで、
毎日のようにポストを覗く毎日です。 こんな私ですが末永くお手紙
のやり取りをしてくださる方がいたら嬉しいです。 よろしくお願い
します。

さゆさん
土佐の国通り 35番地 2021年8月15日まで

女性
40代

猫、自然、旅行、写真、テレビドラマ、ゲーム、
文具、雑貨、映画、読書、コスメなど

バツイチで18歳の息子が１人、仕事はコールセンターで働いてい
ます。 猫が大好きで猫グッズに目がなく、家には雑種のブサカ
ワ(!?)猫さんがいます。 甘いものも好きで、コンビニスイーツを片っ
端から試してしまいメタボ街道まっしぐら。 日常の何気ない出来事
や感じたこと、好きなこと、猫話など、ほっこり心暖まるようなや
りとりができたらいいなと思っています(^^)

ちさこさん
杜の都通り 151番地 2021年8月15日まで

女性
40代

猫、美術館、読書(推理小説、時代小説)、音楽鑑
賞、語学

休日にお出かけするのも好きですが、今はどうしても家
に居ることが多くなったので、文通で日々の楽しみが増
えたら嬉しいです♪ 家には三毛猫が居ます(=^・^=)

ならのんさん
古都みやび通り 169番地 2021年5月15日まで

女性
50代

紙もの、マスキングテープ、スタンプ、ポストカード、切手
などの収集、紅茶 、音楽、美術、方言

小さい頃から文通が好きでした。夫とフレブルがいます。性格は
のんびりゆっくりです。東大寺二月堂から見る夕陽が好きです。他
には、丸型ポスト、民族衣装、旅行記、車(見るのも乗るのも)、
スポーツ観戦(野球やラグビー)など、色々なものが好きです。の
んびりゆっくりお付き合いしてくださる方、年齢問わず募集中です。
ポストカードのやりとりも大歓迎です(ポスクロやってます)。

ゆかさん
相模ハマっ子通り 496番地 2021年5月15日まで

女性
20代

音楽、散歩、お笑い、本屋さんに行くこと、カフェ

以前から気になっていた文通村。 社会人になってから新たに友達
を作る難しさを感じている中で、世代や住む場所も違う人と繋がる
楽しさを知れたらなと思って始めてみました。 好きなことやハマっ
てるもの、仕事や恋愛の話なども出来たら嬉しいです◎

花便りさん
めんこい通り 70番地 2021年5月15日まで

女性
50代

ガーデニング、布小物、動物動画、散策

はじめまして。子供たちは独立し、夫と猫との生活です。 中学か
ら二十歳頃まで文通をしていて、書く喜びや待つ喜びが懐かしくな
り入村しました。 型にはまらず気軽におしゃべりするように文通を
楽しみたいと思っています。 よろしくお願いします。

ぽるさん
さるぼぼ通り 85番地 2021年5月15日まで

女性
30代

マステ、万年筆、お人形、インク、紙、手芸、オ
ンゲ、古墳、フクモモ飼ってます！

基本書く事が好きなので、趣味にこだわらず老若男女問わずお手
紙が好きな人と交換できたら嬉しいです。 【趣味詳細】オンゲ
はFF14。お人形はジェニー･SD･DD。マステは国産＆海外。手帳
好きで万年筆やインクも好んでます。手芸は刺繍や羊毛フェル
ト･SB(ド素人です)、洋裁も好きです。

ももいろまうりさん
六甲通り 325番地 2021年8月15日まで

女性
30代

お絵描き、手描きシール作り、珈琲・紅茶、演劇、
本屋、雑貨屋、あつ森

こんにちは。30代前半、パワフル保育園児ガールの母ちゃんもも
いろまうりです。以前舟に在籍していた事があります。仕事は充
実してるけどそれ以外のコミュニケーションの少なさにどんより。
どなたかお話しーましょ。演劇は観るよりする派の元舞台役者(地
元のね)。チョークアートに土いじりとごそごそ動く基本インドア。
冬より夏派。のんびりお返事を待ってくださる方とのご縁を。
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ちえさん
古都みやび通り 170番地 2021年5月15日まで

女性
20代

カフェ巡り、ライブ観戦、音楽、スクラッチアート、
紅茶、旅行

始めまして 久しぶりに文通をしてみたいなと思い入会し
ました。趣味はカフェ巡り、旅行などです。よろしくお
願いします☺️

つむぎさん
なにわ通り 475番地 2021年5月15日まで

女性
20代

旅行、カメラ、散歩、おいしいもの、水族館、ド
ライブ

はじめまして。シングルで小さな子どもがいます。以前はインドア
派ながら旅行が好きで一眼レフを片手にあちこち行ったり登山やア
クティビティもしていました！ 趣味が違う方でもその違う趣味につ
いてや日頃の事などなど色々なお話ししてみたいです。気軽に交
流していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします(^^)

ろうんさん
茶畑通り 188番地 2021年5月15日まで

女性
20代

美術館巡り、カフェ、食べること、海に行く

映画Love Letterに触発されて始めてみようと思いました笑 普段、
人には言えないようなことでも手紙なら話しやすいと思うので価値
観の違う様々な人と真面目な話がしてみたいです。もちろんくだら
ない話も！人生一度きりなので色々挑戦するのが今年の目標！よ
ろしくお願いします。

ミサリンさん
しゃちほこ通り 363番地 2021年8月15日まで

女性
50代

美容、健康、ファスティング、ゲーム、動画

はじめまして。色んな人と繋がれる文通がしたいと思い体験入村し
ました。 最近、動画(ホラー、ゲーム)を観て過ごしています。 ま
た、健康維持のためファスティングにはまっています。 どうぞよろ
しくお願いします。

よしさとさん
お江戸通り 996番地 2021年5月15日まで

女性
40代

読書

最近興味があることは自分の気持ちが楽になることはな
んだろうと思いを巡らせること。あとなぜか最近、教会
や喫茶店、薔薇やクラシックが気になります。

かるさん
彩の国通り 452番地 2021年8月15日まで

女性
30代

盆栽、アイススケート、ハイキング、日帰り旅行、Netflix、
Amazonプライム、漫画

気ままな一人暮らしで在宅自営業してます。PC画面と向き合う時
間が長いので手紙を書きたくなりました。映画、ドキュメンタリー、
漫画、アニメ、ラジオ、などなど流行った作品は見るようにしてま
す。漫画や動画配信サービスでおすすめがあったら教えてください。
イラスト付きのお手紙も（簡単な落書きでも）嬉しいです。

ワタリガラスさん
お江戸通り 997番地 2021年8月15日まで

女性
20代

ゲーム、手芸、旅行、博物館めぐり、水族館めぐ
り、猫をモフること

初めまして。一目惚れして買った文房具を使って文通をしてみたい
と思いここに登録しました。 短い文章でも構わないのでいろんな
方とお話しできたらと思っています。 初心者ですが、のんびりペー
スで気軽に文通できるとうれしいです。

さつきさん
相模ハマっ子通り 497番地 2021年5月15日まで

女性
30代

音楽、映画、漫画、食べること、手芸、韓国語の
勉強、昼寝、大相撲観ること、旅行

はじめまして。5月生まれなので、さつきというペンネームにして
みました！30代未婚の社会人です。コロナ禍…になる前から自宅
と職場の往復で、友人も多くないので、以前から興味のあった文
通を始めてみました！まずはお試し3ヶ月です。いろいろな方とお
話してみたいです。よろしくお願いします！

SIKIさん
土佐の国通り 36番地 2021年5月15日まで

女性
30代

読書、音楽鑑賞、美術館へ行くこと、お笑い、ラジオ、散歩、
カフェ・雑貨屋さん巡り、紙もの集め

子育て真っ最中のシングルマザーです。忙しい毎日ですが、文通
を通して息抜きできる時間が作れるといいなと思い登録しました。
同じような趣味・境遇の方、反対に全く異なる年代・状況の方、い
ろんな方とお話しできれば、と考えています。よろしくお願いしま
す。

紫さん
ピーナッツ通り 424番地 2021年5月15日まで

女性
30代

文房具集め、小説を書く、特撮作品を見る、読書、
紅茶、YouTube動画を観る

集めた便箋を使い、手紙のやりとりをしたいと思い入会
しました。文房具は、ノートやペン、マスキングテープ
を集めるのが好きです。楽器も好きです。趣味が合う
方や、様々な方とやりとりしたい出来たら嬉しいです。
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くりこさん
お江戸通り 998番地 2021年5月15日まで

女性
30代

音楽、ドラマ、映画、旅行、カフェ巡り、youtube、
プチプラコスメ

はじめまして！食べる事が大好きな既婚者(子なし)のアラサー会社
員です。 音楽はアイドル(ハロプロ・スノスト)中心に聴きます。同
世代の女性と他愛もない話から仕事やプライベート、趣味の情報
交換が出来たら嬉しいです♡返信気にせずゆるくやりとりしていた
だける方よろしくお願いします。

本屋みゆきさん
相模ハマっ子通り 498番地 2021年5月15日まで

女性
30代

文房具、読書、舞台観劇、喫茶店、京都旅行、神社仏閣、
甘いもの、日本史、幕末、漫画、水族館

はじめまして。本屋みゆきと申します。 昨今の情勢でリモートワー
クとなり、友人ともなかなか会えない中、デジタルではなく、アナ
ログで人と触れ合いたいなと漠然と感じ、登録させていただこうと
思いました。 気軽に交流させていただければ嬉しいです

さくらさん
お江戸通り 999番地 2021年8月15日まで

女性
20代

ネットサーフィン、ドラえもん、ショッピング、舞台
鑑賞、小林賢太郎

20代会社員です。 何か趣味が欲しいと思っていたところ、文通村
を見つけました。 趣味のお話や好きな小説や映画など、色々聞け
たら嬉しいです。 今はドラえもんにハマり1巻から見ています。 文
通は小学生以来ですが、また便箋に文字を書くドキドキ感や封筒
を開けるわくわく感が楽しみです。 仲良くしてくれたら嬉しいです！

ココロさん
しゃちほこ通り 364番地 2021年5月15日まで

女性
30代

踊り、ミュージカル、美術館、犬(ジャック&ミニピ
ン)、自然、癒し、編み物、旅

こんにちは☆ ゆったりペースだとは思いますが、楽しいやりとりが
できたら嬉しいと思います。 よろしくお願いいたします♪ 最近は、
アカペラの方たちの動画を見て感動してます♪手話できるようにな
りたい！ 洋画/グッドウィルハンティング　邦画/八日目の蝉　ドラ
マ/時効警察　Yuotube/藤井風、アカペラ、ももと天空　今読ん
でいる本/点·線·面ー隈研吾

ゆりこはんさん
相模ハマっ子通り 499番地 2021年8月15日まで

女性
20代

写真、散歩、読書、刺繍、ファッション、美術館巡
り、カフェ巡り、御朱印集め

はじめまして。関西出身、白衣を着てお仕事していましたが、人
生の夏休みで関東へお勉強しにやってきました。最近フィルムカメ
ラを買ったので、カメラを持ってお散歩に行くのが楽しみです。密
な繋がりが難しい世の中、素敵な出会いがありますように。

ミルさん
お江戸通り 1000番地 2021年5月15日まで

女性
30代

紙もの、シール、マステ 、文具、切手、犬猫、ヨガ、漫画、
ボカロ、ツイキャス、YouTube

アラフォーのパート主婦(子供はいません)、チワワを飼っています。
鬼滅の刃、NiziU、SWIMMERやディズニー、ムーミンなどのかわ
いいものが好きです。ミニレター歓迎です♪いろいろな方とお手紙
のやり取りができたら嬉しいです！

さつきさん
ねぷた通り 52番地 2021年5月15日まで

女性
40代

読書、音楽鑑賞、文房具収集、コスメ収集

メモ魔で書くことが大好きです(^^) 読書は東野圭吾さん、
音楽はサザンオールスターズをこよなく愛しています♪
同じ趣味の方でも、そうでない方でも、やりとり出来た
ら嬉しいです。

やっこりんさん
六甲通り 326番地 2021年5月15日まで

女性
60代

ガーデニング

主人と二人暮らし、黒猫やキンカチョウに癒されています。猫ちゃ
んは19歳のおばあちゃんですが良く食べ良く寝ての毎日です。食
や睡眠は大切ですね。私も健康に気遣い暮らしていますが、いろ
んな人と出会い、まだまた夢を見つけ追いかけて行きたいです。
よろしくお願いします。

さちくまさん
相模ハマっ子通り 502番地 2021年8月15日まで

女性
20代

野球観戦(横浜DeNAベイスターズ)、神社仏閣巡り、御朱印
集め、カフェ巡り、料理、旅行

はじめまして。子供の頃文通していて楽しかったなと思い、おうち
時間が増えたので始めてみようと思いました。 可愛いものが好き
で、可愛いカフェに行ったり、可愛い雑貨(特にくまさん)を見たり
するのが好きです。 手紙を書くのは久しぶりですが、丁寧に書き
たいと思います。 わたしとのんびり文通してくださる方いましたら、
よろしくお願いします！

るーさん
出雲通り 31番地 2021年5月15日まで

女性
30代

絵描き、サントラ集め、アクアリウム、ハリネズミ、編み物、
ゲーム（FF14）、漫画、映画

田舎住み1歳児子育て中。学生の頃文通イラスト交換などしていた
事もあって今でも郵便物が届くワクワク感が忘れず、文房具屋でつ
いつい買ったものを活用するために登録してみました。　絵はデジ
タルもアナログも描くのも観るのも好きです！母無しのため
色々教えてくださる年配の方も歓迎です！NG話無、ポストカード、
同人物OK。字下手、文章力無しですがよろしくお願いいたします。
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かよさん
なにわ通り 476番地 2021年8月15日まで

女性
40代

読書、WOWOW鑑賞、ゲーム、宝塚歌劇、愛犬2頭、平安
時代、家呑み、ドライブ、料理、競馬

若い頃は小説家になりたいと思っていました。文章を書くのが(妄
想するのが？)好きです。10代の頃は何も考えずに文通を楽しんで
いましたが、今はとても勇気がいりますね。色々な方とお手紙で
やり取りをしてみたいと思い、こちらに行き着きました。かわいい
レタセは送れませんが心を込めて書きます。子供無しのパート主
婦です。娘同様の犬が2頭います。よろしくお願いいたします。

ゆうさん
お江戸通り 1001番地 2021年5月15日まで

女性
30代

読書、サンリオ、ディズニー、買い物、セーラームーン、編
み物、文房具、カメラ(一眼レフ)

はじめまして。文通初心者です。 のんびり焦らずに文通を楽しん
で趣味の1つにしたいと思ってます。 今は資格の勉強をしなが
ら、1歳の男の子を育てています。 いろいろな方と文通出来たら嬉
しいです。 よろしくお願いします！

コッペパンさん
常陸の国通り 150番地 2021年5月15日まで

女性
20代

食べる、お出かけ、コリラックマ、ボーカロイド、
絵描き、温泉行きたい、ぼーっとする

小さな頃から手紙や日記の交換が好きで、文通を始めたいと思い
ました。村を通じて自分の世界を広げていきたいです。趣味や年
齢に関わらず色々な方と交流出来たら幸いです。小学生の時買っ
てもらったコリラックマのぬいぐるみが一生の宝物で家族です。ボー
カロイドではprojectDIVAが特に好きです。最近はずっと真夜中で
いいのに。を聞いています。よろしくお願いいたします。

真璃さん
お江戸通り 1002番地 2021年8月15日まで

女性
40代

国内海外美術館巡り、着物、文楽鑑賞、ラジオ、
英語イタリア語学習、読書

ひとりでも出来る趣味が多いのですが、似たような興味
がある方と文通できたらもっとワクワク感が深まるかなと
思い始めました。手紙を書くのは大好きです。よろしく
お願いします。

ぽんすけさん
茶畑通り 189番地 2021年5月15日まで

男性
30代

ランニング、アニメ、漫画、ゲーム、楽器演奏、料理、旅
行、読書、お酒、ダイビング、カフェ

はじめまして！コロナでお家時間が多くなったので、登録してみま
した。 色々趣味があり、ワクワクできることを探しています。 旅
行は国内海外どちらも好きで、ダイビングもよく行ってます。料理
は最近ザワークラウトやしぐれ煮など作り置きがマイブーム？です。
他には、一昨年まではコミケで出展もしてましたが、最近は
中々……(･ัω･ั)

ちよさん
なにわ通り 477番地 2021年5月15日まで

女性
30代

マステ・シール集め、手帳、日記、100均めぐり、
多肉植物、動物系の動画を見る

コロナ禍&育休中で人との繋がりが減ってきたなかで、文通という
コミュニケーションに魅力を感じて入村しました。 文房具が好きで、
育児日記を書くことを日課にしています。いつかマステの交換もし
てみたいなぁと思っています。 同じ趣味をお持ちの方・育児中の方
はもちろんのこと、それ以外の方とも交流できればと思います。
文通初心者ですが、どうぞよろしくお願いします！

キャサリンさん
かすていら通り 60番地 2021年8月15日まで

女性
50代

映画鑑賞、DVD鑑賞、断捨離、ヨガ、朝活、ファッ
ション、料理、ラジオを聴く

大勢より一対一でゆっくりと話すのが好きです。 十人十色。 生き
てきた道、考えなど自分とは違う視点に興味があります。 海、空、
花を見るのも好き。 今年の目標のひとつはソロキャンプです。 ど
うぞよろしくお願いします^_^

スメラギさん
平城京通り 72番地 2021年5月15日まで

女性
10代

笑顔の練習、地理(大好き)

お初にお目にかかります。スメラギと申します!! 大学一年で、時間
に余裕があるので、お返事は必ずさせていただきます! ※老若男
女問いません。 地理や歴史モノが好きで、特にエジプト系の漫画
を読んだりして、過ごしてます。 なにかオススメあったりします
か?? お話、悩み事、質問などございましたら、遠慮なく話しましょ
うー!!

いとうさん
杜の都通り 152番地 2021年5月15日まで

女性
20代

YouTube、紅茶、猫、美術鑑賞、ネットショッピング、旅行、
食べる、歌う、のんびり

こんにちは。気持ちを共有したくて始めました。ラフな感じでゆる
く話せたらうれしいです。最近の出来事、好きなことについて、仕
事の愚痴など、普段考えていることをお互いに吐き出せたらいいな
と思います。そっと寄り添えるような関係が理想です。 YouTube
はゲーム実況、 ネットショップではコスメや家具をよく眺めてます。
みなさん、よろしくお願いします！

紗英さん
お江戸通り 1003番地 2021年5月15日まで

女性
30代

ライブ、カラオケ、ピアノ、書道、映画、ドラマ、観劇、お
笑い、漫画、お酒、料理、コスメ

はじめまして、紗英(さえ)と申します。文房具が好きでレターセッ
トもたくさんあるのですが手紙を書く機会が少ないので、出番を与
えてあげたいと思い入村しました。最近はJ-POPのバラード曲をピ
アノで弾いて気分転換しています(下手ですが…)。幅広い年齢の
方とお話してみたいです。どうぞよろしくお願いします！
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ラビータさん
お江戸通り 1004番地 2021年8月15日まで

女性
30代

旅行、韓国ドラマを観ること、一眼レフ、ラグビー
観戦、読書、猫

日々仕事に没頭し気づけば30半ば…。何か新しいことを始めたく
て、以前から気になっていた文通村に入村してみました。文通を通
して、知らない世界を発見できたら嬉しいです。初心者ですが、
よろしくお願いいたします！

モガさん
どさんこ通り 314番地 2021年8月15日まで

女性
30代

読書、落語、中国語、相撲観戦、着物、近代建築、昭和レ
トロ、ハンドメイド、すみっこぐらし

明治〜昭和時代を調べるのが好きです。昔の思い出話なんかも聞
かせてもらえると嬉しいです。 他にも趣味や日常のちょっとした出
来事など肩肘張らずにゆるりと文通しましょう。年齢性別問わず交
流したいと思いますのでよろしくお願いします。

青蛙さん
彩の国通り 453番地 2021年8月15日まで

男性
30代

書道、武道、整体、山歩き、お酒

皆様こんにちは。 はじめまして青蛙です。よろしくお願
いします。 文通には以前から興味がありましたがなかな
か出来ませんでしたが今回ようやく始める事が出来まし
た。 皆様どうぞよろしくお願い致します。

夏至さん
ちゅら海通り 20番地 2021年5月15日まで

女性
40代

書道、カフェで読書、映画鑑賞、ウォーキング、た
まに落書きとwebデザインの勉強

皆さん、お元気ですか。久々に文通村に帰ってきました。現在私
は書道をゆるく学びながら師範免許取得を目指し、通信で勉強中
の中年大学生です。日々の出来事や読書、映画など感動したこと
や勉強になったことなど、楽しく交流が出来たらいいなと思います。
よろしくお願いします。

リリィさん
もみじ饅頭通り 140番地 2021年5月15日まで

女性
30代

写真、アロマ、水族館巡り、カフェ巡り、お酒、フッ
トサル、野球観戦

関西出身で、田舎へ移住しのんびり生活をしています。普段はリ
ハビリの仕事をしています。田舎の風景や水族館・カフェや人物な
どを写真に収めたり、フットサルやZUMBAで身体を動かすことを
楽しんでいます！色んな方とお手紙のやり取りが出来ることを楽し
みにしています。

もーちゃんさん
どさんこ通り 315番地 2021年5月15日まで

女性
30代

登山、カメラ、旅行、食べ歩き、読書、映画観賞、
音楽など

こんにちは。育児に追われる日々の中で、10代の頃、文通をして
いたことを思い出し、再び誰かにお手紙を書きたくなりました。日
常のささいな出来事、感じたことをなどをお話し合えたらと思いま
す。宜しくお願い致します。

たんたんさん
お江戸通り 1005番地 2021年5月15日まで

男性
50代

読書、サイクリング、散歩、野球観戦、歴史

コロナ渦で仕事も休業。自宅で過ごす毎日です。お金は持ってな
いのに、時間だけは溢れかえる毎日です。この機会に、子供の頃
憧れた文通を始めようと思い、文通村に入村する事に決めました。
皆様、宜しくお願い致します。

ぽむさん
なにわ通り 479番地 2021年5月15日まで

女性
20代

読書、ランニング、パン屋巡り

はじめまして。大阪に住む読書と散歩が好きな20代女性
です。文房具が好きで、レターセットをよく購入するの
ですが、お手紙を書く相手がおらず登録してみました。
よろしくお願いします！

ともこっこさん
平城京通り 73番地 2021年8月15日まで

女性
40代

コスメ、メイク、美容、インコ、鳥、犬、魚、オラ
クル、タロット、食べ歩き

年齢性別問わず色んな方と文通したいです♡趣味の話や日常の話、
恋愛話、好きな物の情報交換などなんでも気軽にできれば嬉しい
です(๑´`๑)生き物には目がないですが今はインコとワンコなどが
います♪オラクル、タロットカード沢山持ってます♡筆まめです♪ 登
録したてなので是非お便りください✨

あのんさん
しゃちほこ通り 365番地 2021年8月15日まで

女性
40代

音楽、ライブ、ドラマ、映画、旅行、パン作り、
食べること

初めまして。手書きの良さを改めて感じるようになり、こちらに登
録しました。文章を書くのは得意ではありませんが、文通を通して
心の温まる交流が出来たら嬉しいです。 音楽や韓国ドラマが好き
な兼業主婦、アラフィフです。女性の方、どうぞよろしくお願い致
します♪
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ブルーさん
砂丘通り 1番地 2022年2月15日まで

女性
60代

散歩、読書、映画・YouTubeを見る、水泳、猫と
遊ぶ

皆様の楽しそうな自己紹介に惹かれ入会しました。いろ
いろな方とお話をしてみたい。夫と猫と暮らしています。
ポストカード大歓迎です。ちょっと人見知りかもしれませ
んが、よろしくお願いします。

いちごちょこさん
もみじ饅頭通り 141番地 2021年5月15日まで

女性
20代

ライブに行くこと、遠征、音楽、コスメ、

ライブに行くこと、音楽、遠征が好きです。ヴィジュア
ル系バンドの音楽をよく聴いています。手紙を書くことが
大好きなので文通できたら嬉しいです。よろしくお願い
します(｡•ㅅ•｡)

なのはちさん
しゃちほこ通り 366番地 2021年8月15日まで

女性
40代

料理、手帳、プチプラコスメ、節約、スマホゲー、サンリオ
サンエックス系キャラ物、健康、生活

インドア派の専業主婦です。育児（園児）、障害を持った家族の
介助などで長く時が止まったままで最近のカルチャーがよくわかり
ません。 自分の時間を取り戻すべく、初めての知らない方との文
通に挑戦してみたくなりました。 レタセにこだわりありません。 日
常の些細なことしか書けませんが、楽しくやり取りできたらと思い
ます。 よろしくお願いいたします。

茶和子さん
ピーナッツ通り 425番地 2021年5月15日まで

女性
30代

ゲーム、お茶（紅茶、珈琲など）、お菓子作
り、YouTube、カメラ（写真）

お手紙をもらうのも書くのも好きで、誰かと文通をしてみたくなり、
登録させていただきました。食べることと、寝ること、ひなたぼっ
こが好きです。コラージュやジャンクジャーナルにも興味がありま
す。よろしくお願いします。

ヨッピィさん
ピーナッツ通り 426番地 2021年5月15日まで

女性
60代

短歌、書道、編み物、手芸、テレビ鑑賞（サスペンス）、
料理、昼寝、食べること、お茶を飲むこと

コンビニで働く60代の主婦です。日常の他愛もないこと
や愚痴を語り、色んな人との出会いを楽しみにしていま
す。男女は問いませんが、同じ60代の方とお話ししてみ
たいです。

にんさん
さるぼぼ通り 86番地 2021年5月15日まで

女性
50代

映画、K-POP、読書、料理、プロレス観戦、神社
仏閣、温泉、美術館、歴史、時代劇

はじめまして、にんと申します。人にはそう見られた事はありませ
んが人見知りで回りに気を使いすぎて疲れてしまうことがあります。
同居していた両親も見送りました。年相応に色々経験してきました。
タンザニアの男の子の里親でもあります。今は夫と二人暮らしで
す。すでに村民の娘から勧められ始めることにしました。色々なお
話ができたら良いなと思っております。よろしくお願いします。

すだれさん
ピーナッツ通り 427番地 2021年5月15日まで

女性
20代

文鳥、ミュージカル鑑賞、謎解き、食べること。

桜文鳥を一羽飼ってる、すだれと言います。このご時世、リアルで
人に会えないので、文通をしてみようと思い入村しました。年齢問
わず色んな方とお話ししてみたいです。初心者ですが、仲良くし
ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。 ☆手作りの封
筒でお手紙送ることもあります。

あやこさん
茶畑通り 190番地 2021年5月15日まで

女性
40代

写真、葉書集め、ウォーキング

こんにちは。カメラ初心者ですが、いい仲間に恵まれて、教えて
もらいつつ楽しんでいます。先日はダイヤモンド富士の撮影に行
きました。同世代の方歳下の方はもちろん、60代70代の方とも是
非文通をしてみたいです。よろしくお願い致します。

あおさん
なにわ通り 480番地 2021年8月15日まで

女性
20代

紅茶、イラストロジック、お酒、アクセサリー作り
などの内職、ゲーム、漫画など

はじめまして のんびり文通しませんか？

ミニラボさん
六甲通り 327番地 2021年8月15日まで

女性
50代

スポーツクラブ、スポーツ鑑賞、歌、お笑い、お
酒

フルタイムの仕事をやめてこれからの時間の使い方を模
索中。　子供のいない主婦です。 日常の他愛のない事
をお話出来たら…　末永くお付き合いして下さる方と出
会えたら嬉しいです。
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七星の輝きさん
さぬき通り 53番地 2021年8月15日まで

女性
40代

散歩、ゆるく神社巡り、野球観戦(高校野球、プロ野球)、音
楽鑑賞、本を読むこと、旅行など

ジャニーズのKis-My-Ft2が大好きです。すの・すとはゆるく応援し
ています。野球は広島ファンです。学生時代に文通をしていました。
障害をもつ子どもを育てているので、自分のことは後回しでしたが
最近自分の時間を有意義にと思えるようになり文通をしたいと思い
ました。よろしくお願いします。

hiroさん
ねぷた通り 53番地 2021年5月15日まで

男性
40代

旅行、神社仏閣巡り、散歩

人生色々な事があり40半ばになりました、バツとかでは
ないです未婚です。九州南部出身ですが東北で働いて
います。友達も少なく、他愛もない話とか出来れば嬉し
いです。

ふぁんとむさん
相模ハマっ子通り 506番地 2021年8月15日まで

女性
30代

読書、映画(主に洋画)、旅行、舞台観劇、音楽鑑賞、ディ
ズニー、ゲーム、図書館、美術館

日々の生活だけでは出会えない価値観や考え方に触れてみたくて
登録しました。学生時代に吹奏楽・管弦楽とやって来たので、クラ
シックや映画のサントラを聴くのが好きです。ゲームはSwitchで浅
く広く。コロナ前は色々舞台を見に行っていましたが、最近は自粛
中です。日々思うこと、小説や映画の感想、なんでも好きなこと
をやり取りできたらと思います。よろしくお願いします。

ぷりぷりんさん
ピーナッツ通り 429番地 2021年5月15日まで

女性
40代

旅行、ドラマ・映画鑑賞、散歩、神社仏閣巡り、
美術館巡り、おしゃべり

ぷりぷりんと申します。 子供のころ文通をしていてポストを見るの
がとても楽しみだったことを思い出し、またそんなワクワクを感じ
たいなと思っています。いろいろな方と交流を通じて楽しい日々を
過ごせたら嬉しいです。よろしくお願いします。

ちいこさん
杜の都通り 153番地 2021年8月15日まで

女性
20代

お菓子作り、読書、ジャニーズ、アニメ、ゲーム、
漫画

はじめまして、ちいこと申します。文通していただける友達が出来
たらと思い登録しました。呪術廻戦やハイキューなどのスポーツ系
や戦闘系の少年漫画やアニメを見ることが多いです。趣味などの
色々なお話ができたら嬉しいです。よろしくお願いします！

百目鬼あゆみさん
相模ハマっ子通り 507番地 2021年8月15日まで

女性
30代

進撃の巨人、ウテナ、東京BABYLON、約ネバ、ラ
ルク、椎名林檎、読書、音楽鑑賞

みなさん、はじめまして。百目鬼あゆみと申します。最近一番興
味があるのはガラスペンです。綺麗なペンとお気に入りのインク
でお手紙書くことに憧れています(o^^o)ガラスペンやインクに詳し
い方、色々教えて頂きたいです。 漫画はCLAMPの作品が一番好
きです。いま、進撃の巨人のリヴァイさんにハマっています。 趣味
が合う方が居ましたら、宜しくお願いします(^^)

静馬さん
相模ハマっ子通り 508番地 2021年8月15日まで

女性
20代

ダンス、古着、音楽、読書、映画鑑賞

文通に興味があり、始めてみました。 あなたのオススメ
の本や映画、音楽を教えてください。 楽しい文通をしあ
いましょう。 ポストカードを集めるのが好きです。私の
お気に入りのポストカードで送ります。

おまるさん
彩の国通り 454番地 2021年8月15日まで

女性
40代

料理、音楽を聴くこと、犬のYouTubeを見ること

夫婦二人暮らしの専業主婦です。料理をする事が好きです、数年
前から手ごねパン作り始めました。ドライブをしたりハイキングも
たまに行きます。 今はウォーキングをなるべくしたり、Switchのリ
ングフィットアドベンチャーをしています。女性限定でお願いしま
す。

ささみさん
杜の都通り 154番地 2021年5月15日まで

女性
20代

フィルムカメラ、一眼レフ、写真、ゲーム、映画鑑
賞、読書

最近は特にフィルムカメラに熱中している社会人。ゲーム
はSwitchを中心に。実況や配信を見るのも好きです！文通は初め
て挑戦します。同じ趣味の方とのんびり文通できたらなと思ってい
ます。趣味を広げたいのでどなたでも気軽にお手紙をいただけた
ら嬉しいです！

くにこさん
彩の国通り 455番地 2021年5月15日まで

女性
20代

お笑い、ラジオ、音楽(邦楽)、アニメ、漫画、ディ
ズニー、古着、現代アート

社会人の文通初心者です。なんだかクスッと微笑んでもらえるよう
なお手紙を書けたらなって思っています◎ 趣味や仕事、相談事も
知らない相手の方がしやすいなんてこともありますよね、そんな他
愛のないお話でもなんでも、年齢性別問わずお待ちしております！
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るるりさん
相模ハマっ子通り 509番地 2021年5月15日まで

女性
30代

読書、テニス、お箏、料理、ラジオ、昼寝、相撲
中継をみる

はじめまして。何か新しいことを始めてみたいなと思い、登録しま
した。趣味は、読書、ラジオを聴くことなどです。趣味が合わなく
ても、お好きなことのお話を聞かせてください。 文通を通して、
色んな価値観に触れられたら嬉しいです。 お試しの３ヶ月コース
です。 字はあまりきれいではありませんが、どんな年代でも文通
できればと思います。よろしくお願いします。

夏太郎さん
相模ハマっ子通り 510番地 2021年5月15日まで

男性
20代

深夜ラジオ、散歩、バンド、銭湯、テニス、読書

はじめまして。最近はラジオを聞きながら散歩をしたり、本を読ん
だり、ギターを弾いたりして過ごしています。 文通にずっと憧れが
あったので、家での時間が増えたこの期に始めてみました。 文通
初心者ですが丁寧に書きたいと思っています。よろしくお願いしま
す！

わたあめさん
さるぼぼ通り 87番地 2021年5月15日まで

女性
20代

読書、ライブに行くこと、紙モノ、音楽鑑賞、温泉、
サンリオ、美味しいもの巡り

一度きりの人生、いろんな方と交流してみたいと思い、始めてみ
ました。一年ほど前にHSPだと発覚してから、よりいろんな方々と
いろんな幅広いお話をしたいと思ったのもきっかけです。初心者で
すが楽しく文通できたらいいなと思っています。よろしくお願いしま
す！

すずめさん
彩の国通り 456番地 2021年8月15日まで

女性
40代

漫画、ドラマ、ガーデニング、鳥、ジャニーズ、あ
つ森、人形

自分宛てのお便りがめっきり減り、寂しくなったので入村しました。
あまり出かけないので、話題が乏しいかもしれませんが、それで
もよければ色んな人のお話を聞きたいです。 時には百均のレター
セットを使うこともあります。 よろしくお願いします。

raさん
相模ハマっ子通り 511番地 2021年5月15日まで

女性
20代

ゲーム、絵を描くこと、お茶、旅行、お買い物

最近男性アイドルや俳優などにも興味があります。
様々な年代の方とお話できればと。交流の中で新たな
趣味や見聞を広げていきたいです。

真紀さん
お江戸通り 1007番地 2021年8月15日まで

女性
50代

アニメ、漫画(血界戦線大好き)、読書(絵本も)カラオケ、生
き物、本屋さん、お土産物屋さん

「はじめまして」から始まる手紙でどんな扉が開くのかドキドキしま
す。お茶とお菓子を前に日々の出来事、心にぽっと灯ったこと等々、
なんでもおしゃべり。そんな文通ができたら嬉しいです。年齢性
別問いません。よろしくお願いいたします。

おこじょさん
信濃通り 12番地 2021年5月15日まで

女性
30代

読書、植物、動物、紙モノ、カフェ、音楽、写真、
神社仏閣巡、図書館、英語、海外

旅行や知らない土地へ出かけることが好きです。珈琲の香り、ハー
ブやアロマ、自然の風、雲や星、四季を感じてその時しか出来な
いことをするのが好きです。いろいろな地域の方と、年齢性別問
わずお話しできたら嬉しいです。

ぷーちゃんさん
どさんこ通り 317番地 2021年8月15日まで

女性
60代

韓ドラ、ミシン（今はマスク作り）、映画、食べ
歩き

先日遠方に住む娘から文通村の資料が届きました。手紙
好きな私にピッタリと思うよーとのこと!!飛び上がる程嬉
しくて、すみずみまで読ませてもらいました…なので今
の私はテンション↑↑MAXです。(^_^)

藤崎 千春さん
越中通り 55番地 2021年8月15日まで

女性
30代

アニメ、ゲーム（とうらぶ、文アル、key作品）、裁縫、読書
（横光利一、武者小路実篤、檀一雄が好きです）

はじめまして、千春と申します。趣味は裁縫や読書、ゲーム（とう
らぶや文アル）を少々。コロナ禍で思うように出歩けず、仕事に
もゆとりができたのでこちらに入会しました。文通初心者で、お世
辞にも綺麗な字ではないのですが、よろしくお願いいたします。


