
第270号 2021年3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。
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ひかりちゅあんさん
さくらんぼ通り 27番地 2021年6月15日まで

女性
20代

猫 音楽 スポーツ 映画鑑賞 ライブ参戦 動画をみる
こと

趣味を見つけたくて文通してみたいな～と思い登録しました ライブ
参戦が趣味です！ 歌もたくさん聞きます！ 好きな歌をお互いにお
話しし合えたらな～と思います！ あとは猫ちゃんの動画や写真
をSNSでみるのも癒されますよね～ お手紙届くの楽しみにまってい
ます！ 誰でも構いません！よろしくお願いします！新規さんも大
募集です！

凛さん
きりたんぽ通り 45番地 2022年3月15日まで

女性
50代

タロットカード、オラクルカード、年下の男の
子、Netflix、prime video

時にはアグレッシブだったり受け身だったりする私です。
ズボラで面白い方のお手紙をお待ちしております。女性
限定でお願いします。

うっちーさん
日向の国通り 35番地 2022年3月15日まで

女性
30代

レターセット集め、フルート、文房具、猫、地球儀、
アロマエッセンシャルオイル

こんにちは。初めまして。うっちーと申します。 毎日、夜眠るとき
地球儀のライトを付けるのが日課です。 猫が大好きです。 フルー
トを中学生の時に習っていました。今、また習いたいと思っており
ます。 膠原病(全身性エリテマトーデス)という難病&ストーマを持っ
ています。 文通しませんか？ どうぞよろしくお願いします。

きなこモチさん
相模ハマっ子通り 503番地 2021年6月15日まで

女性
40代

入浴剤・マステ集め。ゲーム→ポケモン第６世代まで・モン
スト。SixTONES、鬼滅の刃。

犬１＋猫５＋ハムスター１を中心に生活をしている兼業
主婦です。手書きの文字に触れたくなり入会させていた
だきました。地域・年齢問わず色々な方とお話ができた
ら嬉しいです。よろしくお願い致します。

Runes（ルーン）さん
六甲通り 332番地 2021年9月15日まで

女性
30代

カメラ、写真、イラスト、描く、海外ドラマ、文具、手帳、
料理、お菓子作り、コグマちゃん

初めまして。文通村というものがあると知り、入村しました。
色々な方と繋がれたら嬉しいです。性別や年齢、国籍を問わず、
趣味が違う方とも知らない世界のお話が聞けたら嬉しいのでお便
りができれば嬉しいです。また趣味が同じ方とは絵や写真交換、
文具が好きな方とはおすそ分けなどしてみたいなと思います。不
慣れなところがあると思いますがよろしくお願い申し上げます。

∞グリーン∞さん
茶畑通り 191番地 2021年9月15日まで

女性
40代

音楽鑑賞、グルメ

初めまして。４０代の女性です。独身です。 年齢問わず、女性限
定で文通出来たらいいな～と思い、文通村に入会しました。 音楽
鑑賞･料理サイト見る･ジャニーズ(嵐･関ジャニ∞･Ｖ６)好きです。
文通はかなり久しぶりです。長文は苦手の為、枚数拘りなく理解
してくれる方を希望です。 丁寧に書く様に心がけます。宜しくお願
い致します。

えりさん
なにわ通り 486番地 2021年6月15日まで

女性
30代

絵を描くこと、ゲーム、旅行、可愛いもの集め、甘
いもの好き、猫好き

はじめまして。人見知りでお友達が少ないため、お手紙交換でき
る方がいたら嬉しいなと思い、はじめてみました。私は絵を描くこ
とが好きで、可愛いものと甘いもの好きです。ゲームの話も大歓
迎です。よろしくお願いします(*´꒳`*)

ちゃんくるさん
うつくしま通り 107番地 2021年6月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、カラオケ、読書、折り紙

初めまして。 学生の頃、文通をしていたことがありまし
た。小さい頃から手紙を書くことが大好きです。 一児の
母です。 ゆるゆるといろんな方とお話が出きればいいな
と思っています！
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にゃおさん
相模ハマっ子通り 516番地 2021年9月15日まで

女性
30代

国内旅行、海外旅行、食べ歩き、スイーツ、女子
会

会社員ですが、現在育休を取得して0歳の女の子を育てています。
女子会のように、恋愛や結婚の話、趣味の話、日々の出来事など
について、ゆる〜くやりとり出来たら嬉しいです。 自分の世界をひ
ろげたいので、ぜひみなさまの好きなものについて教えてくださ
い。 よろしくお願いいたします。

maiさん
どんたく通り 242番地 2021年9月15日まで

女性
40代

旅行、音楽（洋楽）、BTS、食べる事、ミッフィー、
読書、洋服、文房具集め、ジム

はじめまして。昔を思い出し、また久しぶりに文通がし
たくなり登録しました。幅広い年齢の方々との交流や趣
味が合いそうな方のお手紙お待ちしております♪

菊乃ちうねさん
ピーナッツ通り 433番地 2021年6月15日まで

女性
20代

読書、芸術鑑賞、落語、お笑い、旅行、ラグビー
観戦

はじめまして、菊乃ちうねと申します。 4月から新社会人です。 絵
本や児童書を読むことが好きで、寝る前に1冊読むのが日課です。
文通が日々のささやかな楽しみとなればうれしいです。 はじめて
のことで至らない点も多いと思いますが、どうぞよろしくお願いい
たします。

ゆんさん
お江戸通り 1014番地 2021年6月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、動物園、BL作品（小説・漫画）を読むこ
と、SUPER JUNIOR

ダサ可愛いレターセットが好きでよく買うのですが、せっかくなの
で使いたいと思い登録してみました。文通は中学以来です。 上に
趣味を書いていますが、知識的にはどれも浅いです＾＾； なので、
様々な方との手紙を通じて知識を深めていけたらと思っています。
よろしくお願いいたします！

ひよりさん
杜の都通り 156番地 2021年6月15日まで

女性
40代

アニメ、ゲーム、動物(猫飼育中)、美味しい物探し、手芸、
ブルーインパルス、日吉若2年、他

はじめまして。手紙を書くのは久しぶりですが、飾らず気ままにや
り取り出来ればと思い登録してみました。5歳息子を育児中です。
アニメやゲームはここに書ききれない位色々とつまみ食いしてます
が、最近はあつ森とスプラトゥーンにハマってます。 男女問わず幅
広い年代の方と色々な話をしたいと思っております。よろしくお願
いいたします！

あいぴょんさん
ピーナッツ通り 434番地 2021年6月15日まで

女性
30代

手芸、読書、アニメ鑑賞、映画鑑賞、ゲーム、文
房具集め、ディズニー

こんにちは、初めまして！ お手紙が書きたくて登録しました。日常
の事、趣味の事についてお話し出来れば嬉しいです。 あんスタ、
スタマイ、ツイステを主ジャンルにしていて、最近はこの子達のお
洋服を作るのが好きです。 多趣味なので皆様の趣味の話も聞いて
みたいです。 よろしくお願いします。

ミンさん
韓国 1番地 2021年9月15日まで

女性
30代

外国語、散歩、タロットカード、ビール、おつまみ
を作ること

こんにちは、韓国から来たミンです。（残念ながら、テレビを見
ないので、ドラマについてはよく知りません。ごめん。）日本語は
まだ上手じゃありませが、慣れてないから、もっとワクワクと思い
ます。幼い時、ぎこちない外国語でペンパルをしたことをまだ覚え
ています。日本語でも、あまり上手じゃないけど、英語でも、フ
ランス語でもOKです。韓国語もいいです。

すばるさん
めんこい通り 71番地 2021年6月15日まで

女性
20代

楽器演奏、読書、カフェ巡り

28才の社会人で独身です。コーヒーとお茶が好きです。休日は気
ままにピアノやウクレレを弾いてます。性別年齢問わず幅広い
方々と、日常のひと時や趣味などの話を通じて、のんびりゆったり
とやり取りできたら嬉しいです。文通初心者ですがよろしくお願い
します。

あんさん
なにわ通り 487番地 2021年6月15日まで

女性
20代

散歩、ゆっくりすること、空想に耽る、兵動大樹さ
ん

人生経験が浅いため知らないことがたくさんあります。色々な方と
文通して色んな価値観や考え方に触れてみたいです。性別の欄が
男性か女性かしか選べなかったので女性にしていますが私に性別
はないと思っています。興味ある方良かったら文通しましょう！宜
しくお願いします

ゆれるさん
茶畑通り 192番地 2021年6月15日まで

女性
20代

旅行、散歩、カフェ巡り、写真、インテリア、アロマ、ラッ
ピング・コラージュ、花・植物、한국어

はじめまして、20代後半会社員のゆれると申します◡̈ 数年振りに
文通をしたいと思い入村しました。季節やお相手、その時々の気
持ちや雰囲気に合わせて便箋を選び、綴り、彩る時間がとても好
きです。甘いものが大好きで、３時の紅茶とおやつは欠かせませ
ん。年齢や形式は関係なく、ほっと一息するように、日々の色んな
お話しをしませんか？⚘⡱



第270号 2021年3月15日
3　　

ハルさん
めんこい通り 72番地 2021年9月15日まで

女性
20代

散歩、読書、映画、音楽、登山、旅行、温泉、ネットショッ
ピング、縁側でぼんやり、猫を愛でる

コンビニまで車で15分かかる程の田舎に住んでいます。色々な動
物が庭に遊びに来ますが、飼っているのは猫4匹と金魚2匹とウー
パールーパー1匹です。2年前から時々山に登っています。今年
久々に年賀状のやり取りをし、やはり手書きは良いなと、誰かと
手書きでのやり取りをできないかと思っていたところ、文通村を見
つけました。良い出会いがあれば嬉しいです。よろしくお願いしま
す。

ガーベラさん
どんたく通り 243番地 2021年6月15日まで

女性
30代

カラーコーディネート。手芸(初心者)。散歩。猫と
日向ぼっこ。

コロナ渦でも楽しくやりたいことをやろう!と思い立ち、色んな面か
らやりたいことを探し中です! 昔大好きだった文通を通して、色ん
な方の趣味も参考にしながら、自分のやりたいことを発見できたら
なと思っております。あと、かわいいメモ紙交換が出来たらなと考
えております♪ 女性限定でお願いします_(._.)_

やさしい心の花さん
しゃちほこ通り 372番地 2021年6月15日まで

女性
50代

文通、読書、手芸、カラオケ好き、韓国ドラマ大
好き、

はじめまして、50代後半シングルで母子家庭、娘と暮ら
しています。文通で心あたたまる会話をしませんか、お
便りよろしくお願いします

おそまつさん
しゃちほこ通り 373番地 2021年6月15日まで

女性
10代

アニメ、歌、お絵かき、おしゃべりなど

アニメはおそ松さんとかイナイレとか他にもたくさんです！アニメ
以外でも、おしゃべりだけで最高なので、性別や年齢問わずお話
したいです。よろしくおねがいします。あの、実は中2なんです。
選択肢外でした。それでもよければ！

はるかぜさん
ピーナッツ通り 435番地 2021年9月15日まで

女性
20代

読書、マステ集め、レターセット集め、サンリオ、
ラーメン屋さん巡り

はるかぜと申します。中学生の頃、文通をしてまして、それがとて
も懐かしくてまたやりたいなと思って文通村に入りました。特撮を
見たり、サンリオ(特にシナモン)のグッズ集めたり、ポケモンGO
が好きです。よろしくお願いします！

射手子さん
お江戸通り 1015番地 2021年6月15日まで

女性
20代

日記、読書、散歩、森林浴、アニメ、漫画、ホ
ラー、バレエ鑑賞、サイクリング

大学生です。何気ない日常の話をしたいなと思い始めました。私
と趣味が合わなくても、あなたの好きなことを語って下さい‼︎手
紙の長さは短くても長くても嬉しいです。初心者ですが返信はこま
めにします。 追記:奥多摩町や檜原村などの東京西部にお住まいの
方・詳しい方に土地のお話など聞きたいです。具体的にどこかは明
かさなくても大丈夫です。

キキさん
相模ハマっ子通り 517番地 2021年9月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、カフェ巡り、文具集め(マステ、インク、
ガラスペン)、スポーツ観戦など

はじめまして、いろいろな方とお話できたら嬉しいなと
思い入村しました！日々の出来事や趣味などお手紙でお
話できたら嬉しいです！よろしくお願いします！

みことさん
六甲通り 333番地 2021年9月15日まで

女性
50代

コラージュ、手帳、ピアノ、読書、一人旅、グルメ、ファッ
ション、料理、ジョギング、カメラ

初めまして。 綺麗な手紙やラフなコラージュを楽しみながらゆるゆ
ると日常や趣味についてお話出来れば嬉しいです。 文具博や紙博
に興味があります。 旅行は南米やヨーロッパハイクをツアー一人
参加しました。 ピアノは教室4年目で、ショパンの別れのワルツを
練習中です。 ポジティブな内容にしたいと思っています。 年齢問
いません。 よろしくお願い致します。

ラムネさん
お江戸通り 1017番地 2021年6月15日まで

女性
20代

旅行、カメラ、ヨガ

山や海など自然の中で静かな時間を過ごすことが大好き
な学生です。年齢・性別・趣味問わず、たくさんの方と
何でもない話をしたいです。文通初心者ですが、よろし
くお願いします。

かほさん
うつくしま通り 109番地 2021年9月15日まで

女性
30代

音楽✳︎漫画✳︎アニメ✳︎ゲーム✳︎舞台✳︎ドー
ル✳︎落語

◆音楽　ヒロトとマーシー、聖子ちゃんと明菜ちゃん、ハロプロ ◆
漫画･アニメ　90年代セーラームーンが大好き！ ◆舞台　花組の
れいちゃんがご贔屓様 ◆ドール　念願のブライスをお迎えしまし
た♪ 忙しない日々に付いていくのが精一杯 生き辛く感じる今日この
頃... 少しでも解放される時間が欲しくて入村する事にしました よろ
しくお願い致します
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ステムさん
彩の国通り 466番地 2021年6月15日まで

女性
20代

読書、鑑賞、水族館巡り、温泉巡り、スイーツ巡
り

はじめまして、ステムです。 友人のおすすめに負けて初めてみま
した。 鑑賞は映画、ドラマ、アニメなど。 読書は(時代小説、歴
史小説以外)ほぼ全のジャンルが好きです。 初めての文通ゆえ読
みにくい文章もあるかもしれません。 しばらくの間よろしくお願い
します。

すえしげさん
桜島通り 66番地 2021年6月15日まで

女性
40代

読書、ドラマ、K-POP、ライブ（コブクロ、宮野真守）、
着物、フィギュア観戦、アニメ、漫画

インスタで、文通されている方の楽しそうな投稿を拝見する機会
があり、文通村さんに登録させて頂きました！ 以前は、好きなアー
ティストのライブや、アイスショー観戦などのために、旅行もかね
て遠征するのが楽しみでした。最近は、韓国ドラマやK-POP(BTS、
AKMU、IUなど）を聴くのが好きです。 いろんな方と交流できたら
嬉しいです。宜しくお願い致します。

はまやさん
越中通り 57番地 2021年6月15日まで

男性
20代

食事、散歩、読書、ゲーム、空想

初めまして。手書きの手紙に憧れを持っており、この度
登録させて頂きました。日常の事や散歩の中で見つけ
たアレコレを書きます。好物は寿司、丼飯(笑)初心者で
すが、年齢問わず、皆様よろしくお願いします。

美香さん
お江戸通り 1018番地 2021年6月15日まで

女性
40代

あつ森、swing dance、jazz、お酒、Amazonビデオ、漫画、
pixiv、猫

踊る事が大好きな陽気なインドア人間です。既婚で大学生の息子
が一人。今はあつ森にハマってます。猫好きなので、猫のイラス
トのポストカード交換、大歓迎♪　ジャンル問わず、頭の中のイメー
ジを具現化する過程を試行錯誤するのが好きです。中学生時代に、
新聞の募集欄で文通してたのが懐かしく、入村してみました。年
代問わず、趣味人間な方とお話ししてみたいです☆

Doraさん
古都みやび通り 171番地 2021年6月15日まで

女性
30代

ランニング、料理、読書、音楽鑑賞、 NETFILX。

台湾出身のDoraと申します。 今日本で仕事しています。 休み時友
達と神社巡りとごはん食べに行ったりする事も多いですが一人の時
も好きです。 いつも思うんです、文通の方が気持ち伝わります。
もし良ければ楽しく文通しましょうか？ 一生懸命頑張りますが、お
かしい文法使ってしまいましたら了承ください。

りえさん
とちおとめ通り 114番地 2021年6月15日まで

女性
50代

映画、ドラマ、アニメ、短歌、読書、カフェ巡り、
温泉、あつ森、リンディホップ

文章を書くこと、読むこと、スマホで空や植物、動物、お菓子の写
真を撮ること、それから、カフェ、アフタヌーンティー、お菓子が
大好きです。 急ぐことが苦手で、ゆっくりすること、丁寧にするこ
とが得意です。 既婚、50代、成人した子どもが一人。 これからは
持ち物も心も身軽に、心地よく素直にいきたいと思っています。 手
紙でゆったり、お喋りしませんか？

黛さん
とちおとめ通り 115番地 2021年9月15日まで

女性
20代

ドール*アニメ*ゲーム*星座*空想*動画鑑賞*水族館
*動物*歴史*

初めまして 昔から手紙というものに憧れていましたがなんとなく手
が出せなく今まで過ごしてきましたが このようなご時世誰かと繋が
りたいと思い始めてみようと思いました 日常や好きな事ちょっとし
た事を手紙のやり取りでできたらとても幸せです 浅く広くではあり
ますがよろしくお願いします。

さくらこさん
越後通り 109番地 2021年6月15日まで

女性
20代

TRPG ゲーム 映画鑑賞 読書 旅行 散歩

はじめまして、さくらこと申します。 普段は家でのんびりTRPGや
ゲームを楽しんで、たまに家の周りを散歩しています。ゲーム
はRPGやパズルゲームなど、映画鑑賞はホラー映画やアニメを主
に見ています。 皆さんの趣味や日常のお話を聞かせてほしいです。
文通をするのは初めてで、作法がわからないことがあるかもしれ
ませんが楽しみたいです。よろしくお願いします。

月見さん
ピーナッツ通り 436番地 2021年6月15日まで

女性
20代

アニメ鑑賞、ゲーム、漫画、手芸

初めまして、こんにちは\( ¨̮ )/ 月見と申します。一児の母で今2人
目妊娠中です(4月予定)色んな方と文通したく登録しました！好き
なものは漫画/アニメ/ゲーム(あつ森やモンスト等)米津玄師さん/
ボカロ/甘いもの/犬や猫/すみっコぐらしはじめサン-xのキャラクター
/たけいみきさんなどです。どうぞよろしくお願いします( ･ᴗ･ )

楪さん
お江戸通り 1019番地 2021年9月15日まで

女性
20代

読書、アニメ、漫画、ゲーム、お花、文房具、イ
ンテリア、猫、料理、ディズニー

学生時代は文通をしていました。今は久しぶりに本を読んでいるの
でオススメを教えて欲しいです。ゲーム、アニメも最近はのんび
りですが大好きです。 趣味とは別にこの花が咲いているからもう
春だな、など四季の移ろいを一緒に感じられる方ともやり取り出来
たらと思います。日々のささいな事などペースは気にせず気軽に
やり取りしたいです。
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スローカーブさん
六甲通り 334番地 2021年6月15日まで

女性
30代

旅（鉄道・駅・街歩き・寺社巡り）、野球観戦（高校野球・
プロ野球）、読書、映画、語学、言葉

ローカル線で街へ、ゆったり暮らすように旅することが好きです。
今は国内旅行ですが、世界の文化や言葉にも興味があります。野
球は特に高校野球が好きで、甲子園にはよく行っていました。書
く→送る→待つという、手紙ならではの時の流れがおちつくアナロ
グ派。旅するように文通を楽しみたいです。年齢・性別問わず、
お手紙（ポストカードも）待っています！

あんころもちさん
お江戸通り 1020番地 2021年6月15日まで

女性
10代

読書、アニメ、漫画、散歩、落書き

文通初心者です。手紙を通して老若男女関係なく色んな方とお話
ししてみたいと思い始めました。共通の趣味をお持ちの方や、
日々の楽しかったことや発見をお話しできたらと思います。食べる
ことや寝ることが毎日の楽しみです！

きくのはなさん
ピーナッツ通り 437番地 2021年6月15日まで

女性
30代

漫画、ゲーム、アニメ、ディズニー、ハンドメイド、
マステ、シール、御朱印、etc

なんやかんやで手書きが好きな三十代です。ディズニーは年パス
を持って月2､3回通っていました。近頃はあつ森やあんスタ・ツイス
テ等のゲームばかりの日々です。何気ない日常や趣味の話等
色々お話しできたら嬉しいです。良いご縁がありますように…。

こふこふさん
なにわ通り 488番地 2021年9月15日まで

女性
20代

教育学、読書、謎解き、勉強、花、アロマ、まん
が、イラスト、水彩絵

異国から来た異邦人。 勤勉で勉強ずきな性格のおかげでありがた
く日本の難関大学にて教育学を学ぶ機会を頂けました。 教育につ
いて強い関心を持っており、文通村を通して教育に関する話題に関
心を持つ方や同じ趣味をお持ちの方と出会えることができればと思
います。

みけまろさん
お江戸通り 1021番地 2021年6月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、アニメ、漫画、ゲーム(モンハン・ツイステetc)、
音楽を聴く、可愛いもの集め。

初めまして。可愛い物を集めるのが趣味で、色々なレターセットが
集まってきたので、折角なら活かしたいと思いはじめてみました。
学生の頃文通をしてた経験があり、色々な方からお話を聞くのがと
ても好きです。趣味以外の話でも、たくさんの方と出来たらなと思っ
ています。 お気軽にお手紙を下さったらとても嬉しいです♪

狐さん
うつくしま通り 110番地 2021年6月15日まで

女性
30代

ゲーム、写真

映画や音楽、本などは好きなものを何回も何回も繰り返すような
タイプです。演劇も好きで、関西小劇場に一時期ドップリでした。
ゲーム実況動画もよく見ます。 今は持病療養中で動いていません
が、ポートレイト撮影が趣味です。

よししさん
ねぷた通り 55番地 2021年6月15日まで

男性
20代

読書 映画鑑賞 カフェ 温泉 家庭菜園 文通 旅行 マラソン お茶
相撲・野球観戦 美術館

はじめまして。 コロナの影響で文通の大切さ、良さを改めて感じ
させて頂き始めました。 巨人・楽天が好きです。 西川貴教さん好
き。ディズニー、スターウォーズ、セサミ、ぼのぼの好き。鬼滅、
コナン好きです。伊坂幸太郎さん好きです。とび森やってます。
社会不安障害とパニック障害あります。求職活動中です。 男女問
わず。よろしくお願いいたします！！

琥珀さん
相模ハマっ子通り 518番地 2021年9月15日まで

女性
40代

読書 RPGゲーム 海外ドラマ カフェ 断捨離　ズンバ ひとりカ
ラオケ YouTube

日常の中の小さな楽しみを日々探しています。子供の頃、ポスト
に届いた手紙がきらきら光って見えたなぁと、思い出し登録させて
もらいました。年代性別問わず、いろんな方の考えや好きなこと、
教えてもらえたら嬉しいです。

806号さん
常陸の国通り 152番地 2021年6月15日まで

男性
30代

自然散策　釣り＆ガサガサ　アクアリウム 生き物好き　読
書　料理＆食文化　子供とお絵かき

食品関連の研究に従事する雪国出身の二児の父。最近読んだ本は
「水族館の文化史」、小説も好きです。滝や渓流の周辺の苔むし
た雰囲気が好きで、苔を中心にレイアウトした水槽に子供と採集し
た小魚を泳がせて楽しんでいます。 色々な方とお互いのペースを
尊重してのんびりした交流ができるのを楽しみにしています。

スミレさん
彩の国通り 232番地 2021年9月15日まで

女性
20代

アニメ、漫画、イラスト、創作、レタセ集め

一度退会してしまったのですが、久しぶりに戻ってきま
した。アニメ、漫画(鋼の錬金術師、鬼滅の刃等)、猫が
好きです！趣味が合う方もそうでない方も文通で
色々なお話ができたら嬉しいです(^^)
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けいごんさん
六甲通り 335番地 2021年6月15日まで

女性
40代

読書、野球観戦(プロ野球、高校野球)、手帳、ノー
ト、文房具、家飲み

はじめまして。子どもが3人いるので、毎日ドタバタして
いますが、 もともと大好きな文通を久しぶりに…と思い、
登録しました。 マイペースでやり取りできる方、お待ち
しています。 よろしくお願いします。

パンプキンさん
どんたく通り 245番地 2021年6月15日まで

女性
50代

グラスアート　陶芸　ウォーキング　バスハイク ラ
ジオ

専業主婦で家族の仕事の関係で　今は一人暮らしです。お互いの
ペースで　心あたたまる手紙のやり取りが出来て、　日々の生活
に、より潤いができたら良いな〜と思い参加しました。50歳以上
の女性の方　ご縁があればよろしくお願いいたたします。

詩乃さん
信濃通り 130番地 2021年6月15日まで

女性
20代

アニメ、漫画、ゲーム、ボカロ、お菓子作り、パ
ン作り

20代後半、子どもいます。専業主婦。夫が単身赴任中で時間があ
るので募集させていただきました。 ソシャゲ好きです。ツイステ、
FGO、ヒプマイをプレイ中。アイナナ最近始めました。 漫画好き
ですが、腐女子なのでblのみ。仲間が見つかれば嬉しいです…！
地雷なし。 夢思考無し(過激でなければ理解あります)。 年が離れ
すぎない女性の方お願いします！

みーこさん
お江戸通り 1022番地 2021年6月15日まで

女性
20代

ディズニー、アニメ、イラスト、カフェ巡り、食べ
ること、散歩

ディズニー作品、ディズニーテーマパーク、ディズニー音楽などな
ど、とにかくディズニーが大好きな学生です。ディズニーが好きな
方とより知識や趣味を深め合うために文通をしてみたいと思いまし
た。ディズニー好きじゃない方、その他素敵な趣味を持っている方、
大歓迎です！とにかく自分の知らない世界の話を聞くのが大好きな
ので、色々なお話ができたらと思っています。

くぅちゃんさん
ちょるる通り 41番地 2022年3月15日まで

女性
40代

文通、紙モノ文具シールマステ集め、YouTube鑑
賞、100均巡り、ショッピング

昔から文通が大好きです。書くのも読むのも大好きなの
で同じような方と色んなお話しが出来たら嬉しいです。
私はシングルマザーなので同じママさんも大歓迎です!!
たくさんのお手紙を楽しみに待っています★

莉里亜さん
彩の国通り 468番地 2021年9月15日まで

女性
40代

読書、旅行、お花、カフェやBar、アロマ、アンティーク、
料理、ブルーモーメント

お気に入りの万年筆で相手の方を想像しながら手紙を書いたり読
書をしたりお花をいじったり、できる限りのんびりした生活を心が
けています。日々感じたこと、嬉しかったこと、悲しかったことな
ど地域や世代を超えて共有できればと思います。どうぞよろしくお
願いします。

えびにゃんこさん
相模ハマっ子通り 519番地 2021年9月15日まで

女性
30代

旅行、カフェ、漫画、アニメ、文房具やシール、
美味しいご飯

趣味の話や日常の話がしたいです(^^) 人の好きなことや楽しみに
してること聞くの好きなんです。 特に趣味の中でも旅行は国内国
外両方好きで、ハワイはまた行きたいです。 漫画は呪術廻戦が好
きでナナミンが推しです(^^) 文房具やシールの収集を再開して、
使いたい欲が強いんです！

よさくさん
うつくしま通り 111番地 2021年6月15日まで

男性
20代

よさこい、散歩、読書、カフェ、ラジオ、テニス、山、ボド
ゲ、温泉、神社、たまご、こんまりさん

こんにちは！家にいることも外に出ることも大好きな、のんびりア
クティブ男子です。岸田奈美さんのエッセイを読んで「文字の力っ
てすごい！」と心を動かされ、文章が好きになりました。年齢を問
わず、様々な価値観の方と好きなものを伝え合い、文字で触れ合っ
てみたいです。文通初心者ですが、もしお手紙を頂ければ心を込
めてお返事します！お手紙お待ちしています。

スイ（旧：あい）さん
紀州通り 31番地 2021年9月15日まで

女性
30代

ひとり旅（国内、台湾）、写真撮影（FUJIFILM）、ニホン
ヤモリ飼育、漫画を読むこと

はじめまして。どこかの誰かとゆったりお話しできればと思い、お
試し登録からはじめてみることにしました。文通は小学生以来です。
どんな出会いがあるか、まだ見ぬお手紙が今からとても楽しみで
す。いろんなレターセットを用意しておきますね。 （ここにあまり
たくさん書くと、お手紙のネタが減りますので控えめにしておきま
す笑）

くまおさん
ピーナッツ通り 438番地 2021年6月15日まで

女性
40代

ピアノ 掃除 ジムで身体を動かす ショッピングモールをブラ
ブラ 旅行 温泉 アルコール

×あり。生き別れの子あり。高校の頃からずっと茶髪のためか、よ
くお洒落と言われる。悪口噂マウンティング等、女子の集団はどう
も苦手で入らない。 日々忙しく楽しみ探し中。お天道様は全て視
てる！スピ シンクロ 祈りはほぼほぼいつか叶っている！ 夫 娘 人
間みたいな猫と４人暮らし。
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香楓さん
ピーナッツ通り 439番地 2021年6月15日まで

女性
40代

読書、映画、旅行、語学、美味しいお店巡り、アニメ、漫
画、USドラマ、野球・二輪レース観戦

初めまして。ペンネームは「かえで」と読みます。普段目まぐるし
い世界で仕事をしているので、ゆったりとした時間を感じられるこ
とを始めたく、文通村に辿り着きました。随分昔に文通をしていた
頃、手紙が届いた時のあのワクワク感をまた楽しみたいと思ってい
ます。趣味のお話など、どなたでも仲良くして頂けたらと思います。
猫も大好きで3猫と暮らしてます。

紅子さん
越後通り 110番地 2021年6月15日まで

女性
10代

読書、まんが、80年代アイドル

はじめまして。三島由紀夫のレター教室を読み、自分も
文通をしてみたいと思い始めました。全くの初心者で至
らない点もあると思いますが、色々な世代の方とお話し
てみたいです。よろしくお願い致します。

隣人さん
お江戸通り 1023番地 2021年9月15日まで

女性
20代

読書、美術館巡り、散歩、短歌を詠むこと

初めまして。私は今年から社会人になります。最近は日頃のちょっ
とした考えを日記に書くことが日々の楽しみになっています。働き
ながら小説家を目指しております。ゆったりとした時間を手紙のや
り取りで感じられたらと思い、入村させていただきました。是非御
手紙のやり取りをさせていただきたいです。

べこくんさん
加賀の国通り 62番地 2021年9月15日まで

男性
40代

旅、食べ歩き、音楽鑑賞、ドライブ、落語、カラオケ、風
景印、湯巡り、人を楽しませることetc

介護福祉士をしてます。 なので、人と関わることが大好きです。
独身です。 新しい出会いもあればいいな～と思いつつ、いろいろ
な価値観の方と楽しくお手紙で交流できたらなって思って登録いた
しました。内心、２０年くらいぶりの文通にドキドキものなんです
（笑） 女性の文通友達を募集しております。 仲良くして頂けたら
とても嬉しいです。

しおりさん
ピーナッツ通り 440番地 2021年6月15日まで

女性
50代

映画、読書、自転車、YouTube、料理、漫画、ゲー
ム、猫、競馬、散歩、占い

独身、一人暮らしの社会人です。基本家でご飯作って食べますが、
たまに外食したり買い物したりします。実家でご長寿猫さん飼って
ました。占い好きで最近タロットカードにはまってます。同世代は
もちろん、幅広い年代の方と交流したいです。よろしくお願いしま
す。

くまちゃんさん
出雲通り 16番地 2021年6月15日まで

女性
30代

文通、手帳、アニメ、ドラマ、YouTube

手帳や文通が好きなくまちゃんと申します◎文房具やマ
ステ、シールなど紙モノ系にハマってます◎アニメやド
ラマ、YouTubeを見るのも好きです♩よかったら仲良くし
てください◎

green さん
さるぼぼ通り 88番地 2021年9月15日まで

女性
40代

レタセ、雑貨屋、万年筆、100均、カフェ、ハンドメイド、
ドライブ、読書、韓国ドラマ、北欧

こんにちは。多忙と体調不良で一時退会しましたが、回復したの
で再入村しました。お気に入りのレタセと万年筆で手紙を書いてい
る時間が一番好きです。お互いの好きなものの話、日常のささや
かな出来事や発見、季節の話題など、ほっこり温かな気持ちにな
れるやり取りをしませんか？丁寧に書いて下さる方、レタセ好きな
方なら尚嬉しいです。素敵なご縁がありますように(*^^*)

くりのこさん
火の国通り 55番地 2021年6月15日まで

女性
40代

ゲーム（ジャンル何でも）、ウィンドウショッピング、
折り紙、音楽鑑賞

はじめまして。学生時代に文通してて、結婚して子供も
巣立ったので再び文通を始めてみようと思いました。日
常の事など気軽に話せる人がいましたらよろしくお願い
します。

バナナミルクさん
しゃちほこ通り 342番地 2021年9月15日まで

女性
40代

レタセ集め、猫、youtube、映画、音楽、読書、
料理、マンガ、小説

はじめまして。家でのんびり専業主婦してます。最近は、レタセ
集めに燃えています（笑）インドア派ですが、ひとりでふらっとﾃ
出掛けるのも好きです。日常の事、好きな事、趣味、悩み事、ぐ
ち、etc何でも話せるくらい仲良くなれたらうれしいです。

みきさん
さくらんぼ通り 28番地 2021年9月15日まで

女性
30代

散歩、文房具、ゲーム、マンガ、スヌーピー

文通初心者です。子育てや仕事も慣れてきて、少し余
裕が出てきました。久しぶりに手紙でのやりとりをした
くなり、登録しました。趣味や日常のでき事を話せる人
とお友達になりたいです。よろしくお願いします。
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