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第271号

2021年3月31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
50代

ひろみさん
杜の都通り 11番地

2022年3月31日まで

女性
30代

街ブラ、人間観察など。

ゆにさん
さがん通り 12番地

2021年9月30日まで

樹木希林さんの手紙の本を読んだりして、じわじわとお手紙書き
たくなりました。筆字ではないです、練習してみたいですが(笑)近
況を報告し合いながら、日々の何気ない色々をシェアして楽しみた
いです。お気楽に、書き合いましょう♪

ナツルさん
ねぷた通り 39番地

女性
30代

2021年6月30日まで

再登録します。落ち着いたので、皆さんと文通がしたい
です。楽しく文通ができたらいいなと思っています。よ
ろしくお願いします。

けいこさん
常陸の国通り 153番地

2021年6月30日まで

食べ歩き、紙物収集、音楽、車、ゲーム、ダイエッ
ト、お絵描き
29歳社会人です。普段はIT系の仕事をしているためパソコンに向
かうことが多いので、是非手書きの温かさを実感したいです。食
べることが大好きで、特にラーメンを愛していますが、現在楽しく
ダイエット中です。男女年齢問わず色々な方とお話をしたいです。

えりかさん
なにわ通り 246番地

2021年6月30日まで

ファッション、ネイル、コスメ、K-POP、カフェ、うさぎ、美
術館、読書、セーラームーン
こんにちは！また文通がしたくて戻ってきました。K-POPが好き
でBTS、TXT、セブチなど他にもいろんなグループが好きです。
韓国好きさんぜひお話しましょう。ネイリストになりたくて3月から
スクールに通います。美容のお話や皆さんの好きなこと、趣味や
お気に入りのものなど楽しくお話できたら嬉しいです。どうぞ宜し
くお願いします。

女性
20代

わかっぴーさん
琵琶湖通り 42番地

2021年6月30日まで

雑貨屋、本屋、100均巡り、メイク、ドラマや映画
鑑賞

映画鑑賞(ドラマと演劇も)、読書、創作活動、アクセサリーと
(ストラップ)キーホルダー集め

女性
20代

2021年6月30日まで

はじめまして。 お手紙でしか味わえない人との繋がりを大切にし
たいと思います。 趣味や日常の些細な話から時には悩みや愚痴な
ども様々な地域の方や幅広い年代の方とお手紙を通してお話をし
たいです。 共通点がある方もない方でも宜しくお願いします。 ＊
ポストカードＯＫ、女性の方限定でお願いします。

料理本を眺める、中国語、ハーブ 、断捨離 、アンティーク、
花、温泉、お茶、本、アジア好き

女性
20代

どさんこ通り 71番地

DVD鑑賞（洋画、邦画、ドラマ） 文通、ゲーム、
御朱印

再入村です。パート主婦で、日々ストレスと戦っています。（笑）
テレビ（主にお笑い・バラエティー番組）、音楽鑑賞、集めたマス
キングテープやシール等を眺めたり使ったりでリセットしています。
（笑）年齢は問いません！便せん1枚でも嬉しいです。どうぞよろ
しくお願いします。

女性
40代

ハナさん

こんにちは！最入村です。かわいい文具を使ったり、字
を書くのが好きです。趣味や日常の些細なことを楽しく
文通できたらいいなと思ってます！よろしくお願いします。

女性
60代

7ぃろさん
どさんこ通り 323番地

2021年9月30日まで

ドラマ、音楽鑑賞、農園ゲーム
ドラマや音楽、農園ゲームが好きです。 文通は小学生
の頃に知り、好きになりました。 あの頃のようにまたお
手紙を通してお話し出来たらと思います。 よろしくお願
い致します。
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女性
50代

2021年3月31日

浜風さん
相模ハマっ子通り 520番地

2021年6月30日まで

女性
40代

女性
30代

ぽてまるさん
越中通り 58番地

2021年6月30日まで

男性
10代

とあさん
六甲通り 337番地

2021年6月30日まで

女性
40代

うらりえさん
2021年9月30日まで

昔から日記も手紙も好きで手書きの文字は人の心を豊かにする力
があると信じています。今は遠く離れて暮らす友人に元気になって
欲しくて交換日記も始めました。また私自身は文字を書く事で内省
する人間です。語彙力は決して高く無いのですが、心がぽっと温
かくなる様なやり取りが出来ればいいなと思っています。ちなみに
現在1歳の子供がいるワーママです。

りんちゃんさん
茶畑通り 194番地

2021年6月30日まで

仕事は障がい福祉の事業所や、音楽イベントの運営をしておりま
す。学生の頃、文通を通してたくさんのことを学べたので、またお
手紙で心と心の触れ合いができたら…と思い、入会させていただ
きました。お返事は必ず書きますのでよろしかったらお手紙をくだ
さいね。よろしくお願いいたします☆

女性
40代

ぴくるぅ♪さん
ピーナッツ通り 441番地

2021年9月30日まで

４０代女性です。 相手の事を思って丁寧に字を書く事は、自分に
とっても最高の癒しになります。 休日に神社仏閣巡りをしながら、
地元のおいしい料理をいただくのが何よりの楽しみです♪ お互いの
ペースでのんびりと、楽しく文通できる方を希望します。 どうぞよ
ろしくお願い致します。

女性
30代

日記、交換日記、ブログ、読書、謎解き、脱出ゲー
ム

男性
70代

六甲通り 336番地

神社仏閣巡り、ペン習字、食べ歩き、カフェ巡り、
映画鑑賞、公園散策、植物を愛でる事

はじめまして。 自分磨きをする毎日を過ごしています。
文通は未知の世界なので、出会ってみたいと思いました。
よろしくお願いします。

六甲通り 338番地

あかりさん
詩を書く、YouTube、楽しいことを企画する

神社仏閣、自分磨き、YouTube

女性
30代

2021年9月30日まで

初めまして！転勤族の夫とこれから小学生の息子と3人暮らしです。
先日引っ越して、また人間関係はイチから。就活もイチから。気
づいたら毎日家族としか喋ってない。色々喋りたい！と思い登録し
ました。私は木製品や革製品など経年変化するものが好きです♪
刺繍や刺し子も好きです。境遇や好きなものが似ている方も、そ
うでない方もよろしくお願いします。

読書、園芸、映画鑑賞、食べる事、シール集め、
あつ森、アウトドア、おりがみ等
初めまして！100円ショップで働いています。(この手の話も大歓
迎) 野生児なのかデジタルな事が苦手です。 旅行や映画の話をす
るのも興味があるので是非聞きたいです。またベランダ菜園を楽
しんでいます。好きなテレビはイッテQです。文通自体が初めてで
す！

お江戸通り 1024番地
旅行、読書、お買い物、懸賞

映画鑑賞、ドラマ鑑賞、散歩、ニットソーイング、御朱印、
キャンプ、コンサート、舞台鑑賞
50代後半の専業主婦です。 最近、メールやLINEばかりでお手紙
書く機会はめっきり無くなりました。 コロナ禍の今だからこそ、文
通で全国の方とお話し出来たら素敵だなと思い入会しました。 よ
ろしくお願いします。

さくらさん

2021年6月30日まで

読書 陶芸 クラシックギター ノルディックウオー
ク
英会話
仕事をつい最近、リタイヤしました。 住居は横浜にありますが、
コロナ緊急事態宣言中で移住ができません。つい最近、封書で知
人に手紙を差し上げたら、メールの時代に郵便ポストから手紙を取
り出す瞬間、とてもわくわくしましたと返事をもらいました。手紙
を書くのは好きなので、もっとその機会が増えればと思い、入会を
希望しました

ももえさん
ピーナッツ通り 442番地

2021年9月30日まで

お笑い、芸人ラジオ、映画鑑賞、漫画、コスメ
文房具コーナーで可愛いレターセットを見つけるのが好きで、誰か
のためにお手紙を送ってみたいと思い、文通を始めることにしまし
た。日常の話や皆さまの好きなものの話など、他愛もないやりと
りの中で、自分の世界を広げていければなと思います。

女性
50代

森のカエルさん
越中通り 59番地

2021年6月30日まで

文通、ポストクロッシング、読書、散歩、太極拳
日々手紙を書くことを楽しみと支えにしてきましたが、気の合う文
通相手を見つけるのが難しい時代になりました。朝の窓辺で1通3
枚ほどの手紙を書きます。長すぎず短すぎず、自分の心身を整え、
お相手に少しでも喜んでいただけるよう気を配ります。パンフレッ
ト等で封筒を作ることもあります。よいご縁がありますように。
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女性
40代

2021年3月31日

ぱぴこさん
彩の国通り 469番地

2021年6月30日まで

女性
20代

Kpop・寺社仏閣めぐり・御朱印集め・ハンドメイド
はじめまして。小学生の娘が一人います。Kpopが好きでNCTに毎
日癒されております。コロナ禍で今はできませんが寺社仏閣巡り
も好きです。SNSとは違う、ゆったりとした時間の中でのやり取り
がしたいと思い、入村しました。よろしくお願いいたします。

女性
20代

みほさん
きびだんご通り 99番地

2021年6月30日まで

女性
30代

ちゅんこまさん
どんたく通り 246番地

2021年9月30日まで

女性
20代

あまとうさん
古都みやび通り 172番地

2021年6月30日まで

女性
10代

女性
40代

れいさん
信濃通り 132番地

2021年6月30日まで

読書、神社やお城巡り、旅行、温泉、ドライブ、
バイク、ゲーム
はじめまして。夫とゆったりした生活を送っている会社員です。手
紙や文字を書く事が好きです。休日は車やバイクで外出しているこ
とが多いですがインドアな趣味も多いです。年齢問わず趣味や日
常の他愛ないことなど色々なお話をしながら穏やかなやりとりがで
きたら嬉しいです。よろしくお願いします。

逢野さん
かぼす通り 47番地

2021年9月30日まで

美術鑑賞、デザイン、イラスト、アニメ、ゲー
ム(刀剣乱舞など)、刀ミュ
もうすぐ成人の学生です。アートやデザインを学んでいます。レター
セットを集めるのがすきで、以前から文通をしたいと思っておりま
した。趣味が合う方など、世代関係なく沢山お話出来れば嬉しい
です、どなたでもお気軽によろしくお願いします！

女性
30代

さくりのんさん
ピーナッツ通り 444番地

2021年9月30日まで

ジャニーズ鑑賞、アニメ、文具集め 、食べ歩き
初めまして！さくりのんと言います！ 文通村気になって
入会しました☆ 趣味が合う方や色々楽しくお話できる方
と文通出来たら嬉しく思います！よろしくお願いいたしま
す！

女性
40代

読書(小説、漫画)、クロスステッチ刺繍
最近はあまり趣味の時間をとれてはいませんが、小説や漫画など
ジャンルを問わず読むのが好きです。特に今は、待ちに待った新
刊が発売されたことを切っ掛けに、十二国記に再びはまっています。
趣味や性別を問わず色んな方と話してみたいと思い登録しました。
お手紙待ってます。

2021年6月30日まで

忙しい現実に疲れてきました。誰かと仕事以外のやり取りがしたい
なとおもって、衝動的に文通を再開しようと思い立ちました(学生の
ころは海外文通をしていました)。バックグラウンドの違う色んな方
とやり取りしてみたいです。よろしくお願いいたします。

テレビ鑑賞、ドライブ、旅行、美味しいお菓子を
見つける事、お笑い
昔から決して上手ではないですが 字や文を書くのが好きでした。
悩み事でも趣味やオススメ事でも何でも 幅広い年齢の方々とお話
したいです。 その時その瞬間の気持ちを共有して寄り添えたり楽
しめたりそんな手紙が文通村で経験できると嬉しいです。 よろしく
お願いします！！

ピーナッツ通り 443番地
クラシックバレエ、料理、読書

読書、カフェ巡り、ウォーキング、料理、ドライブ、
一人旅
20代前半のOLです。 休みの日は本屋さんに行ったり、散歩したり
してます。友人とにぎやかに遊ぶのも好きですが、静かに過ごす
のも大好きです。 手紙ってなかなか書く機会ないと思いますが、
もらうとすごく嬉しくて、 文字から伝わる人それぞれの癖だったり
が 結構好きだなって思います。 お互いの日常をのんびりシェアで
きたらうれしいです

みささん

ねこまるさん
信濃通り 131番地

2021年6月30日まで

ウォーキング･読書･美容情報収集･おしゃれ全般･旅
行など
初めまして。ねこまると申します。医療系の仕事をしていましたが、
過労から体調を崩し現在闘病中ですが、前向きに考え生活してい
ます。性格は楽天的で明るいです！お手紙を書くのが大好きなの
で、登録しました。 色々な方と、お話出来たらとても嬉しいで
す！！ どうぞ、よろしくお願いします。

女性
20代

有希さん
彩の国通り 470番地

2021年6月30日まで

T.sax、アニメ、旅行、カラオケ
はじめまして。有希と申します。 医療系の大学に通う学生です。
文通を通して気兼ねなくいろんなお話ができたら嬉しいです。 特
に旅行が好きなので今まで行ったところや地元の好きなところなど
教えて欲しいです。 よろしくお願いします。
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女性
30代

2021年3月31日

ミモザさん
しゃちほこ通り 374番地

2021年9月30日まで

女性
30代

ひなここさん
しゃちほこ通り 375番地

2021年9月30日まで

カフェ巡り、読書（村上春樹読み始めました）、ビギナー料
理、ゲーム実況視聴、香水探しなど。

読書(特に女性作家小説)、マステ、シール、紙モノ、
万年筆、インク、手帳…

夫婦二人暮らしで、コンビニの美味しいものを食べたり、カフェで
まったりしたり、YouTubeでゲーム実況を観て過ごしています。今
回オフラインの時間を増やしたくて登録しました。雑談、哲学的な
話、簡単レシピなど大歓迎。勝手ながら病気や子育ての話は苦手
です。よろしくお願いします！

人の温もりや人柄が伝わる手書きの文字が好きで文通村を始めま
した。読書も好きで、島本理生、江國香織、寺地はるな、村上春
樹などの小説をよく読みます。プレバト俳句、メイク、万年筆イン
ク、システム手帳など細々としたことも好きです。その他にも日常
の些細なことなどをお互いにやり取りができたら嬉しいです(^^)

女性
30代

久保りんさん
ピーナッツ通り 445番地

2021年6月30日まで

女性
40代

昼寝、映画鑑賞、美味しいものを食べる、美術館
めぐり、散歩
初めての文通、どきどき。 クラシック音楽の演奏家をしておりま
す。動画配信やオンラインコンサートが増えた今、ときどき心が追
いつかなくなる時があります。 紙に字を書くこと、手紙を書くこと、
手紙を読むこと、見えない誰かを感じること。静かな、ゆるやかな
時間にふれたくて文通村に来ました。 どうぞ、よろしくお願いいた
します。

女性
40代

ゆあさん
どさんこ通り 324番地

2021年6月30日まで

女性
20代

マックスさん
どんたく通り 247番地

2021年6月30日まで

女性
50代

きぬさん
越中通り 60番地

2021年6月30日まで

2021年6月30日まで

仕事で忙しい毎日を送っています。ここ数年はピアノの練習が良い
意味での現実逃避になっていて楽しいです。趣味についての情報
交換や将来の夢、何となく考えていること等、少しずつ手紙でお話
出来たらいいなと、思っております。ポストカードや一筆箋の短い
お手紙も書きたいです。よろしくお願い致します。（女性の方希
望です）

女性
20代

によさん
めんこい通り 73番地

2021年6月30日まで

お菓子作り、コスメ・シール集め、H!S!J、伊東歌詞太郎、
宮野真守、内田真礼、声優
色んな方とやり取りが出来ること 楽しみにしています！ ぜひお気
軽に文通して下さると嬉しいです(^-^) 今年はお菓子作りやコスメ
集めの他にコロナで難しくなってきましたが旅行やお裁縫やカメラ、
スポーツなど趣味を見つけられたらと思ってます！ ジャニーズ、声
優さんや歌い手さんが好きです！ 知らないこと沢山教えてください
(^-^)◎

女性
30代

登山、読書、夏フェス、フィルム写真、ラジオ
はじめまして。2年前に登山をはじめてから自然がとて
も好きです。本はよくエッセイを読みます。世代を問わ
ず色んな方とやり取りしたいです。アラサーなので結婚・
恋愛の話もできたら嬉しいです。

もみじ饅頭通り 145番地

ピアノ、読書(日本、海外文学、絵本）、映画、美術鑑賞、
花、動物、北欧雑貨、外国語、将棋

手芸（刺し子、パッチワーク、布小物作り）、カラ
オケ、珈琲を飲む、カフェ好き
40代の主婦です。趣味はハンドメイドで、最近は手縫いで作る刺
し子、そしてパッチワークやハワイアンキルトにも興味があります。
布小物なども作ります。年齢問わず、色々な方と楽しく文通したい
です。 宜しくお願いします。

亜夜さん

ふるさん
お江戸通り 1026番地

2021年6月30日まで

封蝋、文房具屋巡り、海外旅行、あつ森、カフェ
巡り、お散歩
手紙のやり取りは元々好きだったのですが、最近シーリングスタンプ
(封蝋)にはまり、さらに好きになりました。仕事は秘書をしていま
す。色々な方と趣味や日常のお話がしたいと思って村民になりまし
た。葉書、封書、なんでも嬉しいです！お会いしたことない人と
の文通は初めてで緊張していますがとても楽しみです^^よろしくお
願いいたします。

女性
40代

きつねさん
ピーナッツ通り 446番地

2021年6月30日まで

植物、動物、料理、占い、文房具、英会話、海外、時事問
題、西洋占星術、健康、自然、写真

映画、動物、カフェ、アートセラピー、絵本、音楽、アニメ、
漫画、プロレス、カラオケ、断捨離

初めまして。お互いの人生観や思いなどを文通を通して
語り合い、充実できたら素敵だなと思います。ここでの
ご縁が楽しみです。どうぞ宜しくお願いします。

人見知りで、なかなか自分を出せないのですが、誰かと繋がりた
いと思うようになりました。そして自分が何を好きなのかもわから
なくなってきたので、その答え合わせを少しずつ出来たら良いと思っ
てます。年齢男女問わず、気軽にお手紙交換出来たら嬉しいです。
皆さんの好きなもの教えてください！
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第271号
女性
30代

2021年3月31日

さや香さん
お江戸通り 1028番地

2021年9月30日まで

女性
20代

よたんさん
六甲通り 210番地

2021年10月31日まで

落語、散歩、絵本、喫茶店、アート、神社、お香・香水、ス
イーツ・グルメ、歴史、ジュエリー

アウトドア、スポーツ、読書、料理、お寺めぐり、
古着、音楽、美術

都内で夫と二人暮らしのフリーランス職です。最近の趣味は落語
で、寄席に行ったり、落語イベントを開催したりしています。好奇
心旺盛なので、知らない世界や多様な価値観に触れて、自分の世
界を広げられたら素敵だなと思いました。趣味のジャンル・性別・
年齢・国籍等問いません。“好きなものをアツく語れる方”とお互い
の世界を共有できたら楽しいだろうなと思っています。

好き❤︎The Beatles、野球、テニス、スノーボード、海、空、カ
フェ、歴史、写真、服、モノトーン、カモフラ、adidas、レターセッ
ト、コラージュ、ポストカード、水森亜土ちゃん、サンリオ、アメ
キャラ、ディズニー、阪神Tigers、お笑い、和牛、印象派、クロー
ドモネ、NEWS、SexyZone、歌うこと、文通❤︎etc...

女性
40代

きみどりさん
お江戸通り 1029番地

2021年9月30日まで

女性
30代

散歩、読書、本屋さん巡り、絵を描く、ハイキン
グ、ラジオ、
普段の生活の中で見つけた出来事、小さな幸せ、好きなことなど
楽しくお話ししたいです♪性別、年齢や距離を越えて、ご縁のある
方と交流したいと思っています。雑貨屋さんを巡ったり、本を読ん
だり、ハイキング、アウトドア、絵を描くことなどが好きです。好
きなことの幅は広いです。新しいことが好きなので、自分の好き
なこと以外のお話しを聞くのも好きです。よろしくお願いします。

女性
40代

ひめちゃんさん
古都みやび通り 174番地
読書

映画鑑賞

お花を育てる事

2021年6月30日まで

男性
20代

よろずさん
お江戸通り 1031番地

2021年6月30日まで

女性
20代

ぷーさん
お江戸通り 1032番地

2021年9月30日まで

プーさん、ハイキュー!!、アイドル、ピアノ、ホルン、ベー
ス、一眼レフ（買ったばかり）
初めまして！ぷーと申します。音楽教室とアイドルグループのスタッ
フをしています。誕生日を迎える自分へのご褒美に文通を始めるこ
とにしました。年齢性別問わず色々な方と文通してみたいです。ど
んな一年になるかワクワクしています。どうぞよろしくお願いいた
します。

2021年6月30日まで

初めまして。BL好きなマイナー腐女子です。可愛い物大好きでマ
ステやレタセ集めが趣味になってます。ディズニー、サンリオ等好
きです。歴史も好きで三国志、戦国武将等好きです。余り詳しく
ないのでこれから勉強していきたいです！歴史に詳しい方とお話し
たいです。ドールオーナーでも有ります。キャスト、巨頭ちらほら
居ます。LGBTQのQです

女性
30代

うぐいすさん
お江戸通り 1030番地
旅行 読書 映画鑑賞 舞台観劇
寝ること 世界ネコ歩き

2021年6月30日まで

食べること

はじめまして。文通は小学生の時以来です。このご時世で趣味の
旅行が難しくなり、代わり映えのない毎日にわくわくできる事を増
やしたくて入会しました。今は飼っていませんが、猫が好きです。
最近吉田篤弘さんの作品を読み始めました。色々な方々と日々の
暮らしの中であったささいなできごとを伝え合えたら嬉しいです。
勝手ながら女性の方でお願いします。

女性
20代

旅行、銭湯、商店街巡り、音楽（バンド系）、ゲー
ム、漫画、眼鏡、リアル脱出ゲーム
初めまして。スローペースなコミュニケーションを取りたいなと探
していたら、文通村にたどり着きました。 日常の嬉しかったことや
ひそかな楽しみとか、私の知らないジャンルの話とか共有してもら
えたら嬉しいです。 正直字はあまり綺麗ではないのですが、いろ
いろな方とお話しできればと思います。

なにわ通り 489番地

文通、チャット、YouTube、アニメ、漫画、ゲー
ム、BL

お料理

趣味がご一緒の方と、お手紙交換出来れば嬉しいです。

朔さん

ゆういちさん
ねぷた通り 57番地

2021年6月30日まで

読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、アニメ、漫画、イラ
スト、
はじめまして。(^^) アニメが好きです。 読書）又吉、西、や上橋、
住野作品 アニメ漫画）ACCA、夏目友人帳、宇宙兄弟、羽海作品
イラスト）ラクガキ程度ですが、風景やキャラを練習中。腐OK ☆
初めて文通します(^^) ☆イラスト交換などをしてみたいと思ってお
ります。 ☆年齢、男女問わず、 どうぞ宜しくお願い致します。

女性
30代

ほしなさん
彩の国通り 471番地

2021年6月30日まで

ねこ、イラスト、読書(まんが/小説)、ゲーム、短
歌鑑賞
最近は一人でこもっている事が多いので、色んな方のお話が聞き
たいなと思い始めてみました。特に、知らない世界のことを知る事
ができたら嬉しく思います。形式など問いませんので、どなた様で
もお気軽に。のんびりやり取りできれば嬉しいです。 最近の傾
向:twst/DQX/ノベルゲーム(ホラー、乙女)
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第271号
女性
30代

2021年3月31日

やんすさん
阿波の国通り 36番地

2021年9月30日まで

女性
30代

アニメ＆映画鑑賞、カラオケ、ライブ、カフェ巡り、
ゲーム、ドライブ、音楽、旅行
初めまして。前から気になっていいましたが中々踏み出せずにいま
した。春ということでこの新しくなる機会に始めてみる事にしまし
た。飽き性なので続くか不安もありますが、マイペースに楽しみた
いです。 趣味以外でも色々お話できればと思います。 よろしくお
願いします。

女性
50代

みみさん
桜島通り 67番地

2021年6月30日まで

女性
20代

かわせみさん
お江戸通り 1034番地

2021年6月30日まで

女性
20代

ひめちさん
彩の国通り 473番地

2021年9月30日まで

女性
20代

女性
20代

つやさん
彩の国通り 474番地

2021年6月30日まで

読書、寺社仏閣巡り、美術鑑賞、カフェ巡りなど
一人暮らしの社会人です。日頃は忙しなく生活しているので、心を
落ち着けるものが欲しいと思い登録しました。 猫を眺めることや、
寺社仏閣、美術館へ行くことが大好きです。ゲームや声優さんに
も少し興味があります。 年齢、男女問わず様々な方と文通できれ
ば嬉しいです。 お好きなものや、印象にある出来事などをお手紙
を通してお話したいと思います。よろしくお願いします。

みりんさん
彩の国通り 472番地

2021年6月30日まで

読書、お絵描き、大掃除、模様替え、お散歩
文通初心者です。何か新しい出会いや気付きが欲しいと思い、始
めさせていただきました。年齢、性別、趣味など合う方も合わな
い方も大歓迎です。沢山の方と文通させて頂ければと思います。
是非お気軽にお便りください。

女性
70代

ひろみさん
越中通り 61番地

2021年6月30日まで

畑、花、旅行、絵画鑑賞、音楽鑑賞、野菜、犬、
料理
こんにちは。昼間は愛犬と二人きりで過ごしています。
雪が溶けて暖かくなってきたら、畑で花や野菜を作るの
が楽しみです。遠く離れたところの方と、珍しい話題で
楽しみたいです

女性
20代

旅行、カメラ、カラオケ、音楽を聴く、アニメ、ゲー
ム（ポケモン、パズドラ、白猫）
小中の頃よく手紙交換していて、その頃の友達と最近手紙のやりと
りをし出してからもっと色々な方とやりとりしてみたいと思い入村
しました！職業は栄養士ですが他の職業にも興味が出てきていま
す。お仕事の話も聞かせてもらえたら嬉しいです！音楽は嵐やロッ
ク、アニソンも聴きます。色々な方とお話できることを楽しみにし
ています〜！

2021年6月30日まで

はじめまして！文通で心穏やかな時間を過ごしたいと思い、入村
しました。どんな話題でも嬉しいですが、特にお互いの今まで読
んできた本や現在読んでいる本について語り合えたらいいなと思
います。性別年齢は問いません。よろしくお願い致します！

読書（特に推理もの）、散歩、ピアノ、相撲観戦
文通初心者です。SNSが苦手な私ですが、人とのつながりを感じ
たかったので思い切って入会しました。趣味とか日常の何気ないこ
ととかを、いろんな方とのんびりやり取りしてみたいです！気軽に
お手紙くださればうれしいです！よろしくお願いします。

かぼす通り 48番地

読書、料理、お菓子作り、短歌、映画鑑賞、手
芸(編み物、ミシン、手縫い、刺繍)

温泉巡り、カラオケ、ウォーキング、ドライブ、美
術館巡り
最近健康のため、ダイエットのためにウォーキングを始
めました。この季節、桜を見ながらのウォーキングは最
高です。 私の好きな言葉は、一期一会です。皆様との
出会いを、大切にしたいと思っています。

春花さん

りさこさん
お江戸通り 1036番地

2021年6月30日まで

映画、ごはん、お酒、買い物、メイク、ゲーム、
お散歩など…
10年以上ぶりに手書きで年賀状を書いてから、手紙欲が高まって
しまいここに辿り着きました！ 流行りのSNSもいいですが、やっぱ
り手書きが心温まります(*´ω`*)♡ 20代で登録しましたが、ギリギ
リの29歳です！笑 趣味の話や日々の何気ない話、なんでもフラン
クに話せる仲になれたら嬉しいです♪

女性
20代

めいこさん
しゃちほこ通り 377番地

2021年9月30日まで

イラスト、ゲーム、文通、うさぎ、雑貨屋巡り、百円ショッ
プ、お菓子作り、お茶、可愛いもの
めいこです。 お手紙でのゆったりしたやり取りが好きです。 実家
暮らしで、うさぎを飼っています。 ゆったりのんびりとした、けれ
ど充実感を感じる生活を夢見ています。趣味の話、最近の出来事、
楽しかったこと、悲しかったこと、何でもお話したいです。 よろし
くお願いします。

8

第271号
女性
40代

2021年3月31日

風さん
相模ハマっ子通り 521番地

2021年9月30日まで

女性
40代

ハンドメイド、家庭菜園、読書、料理、買い物、
カフェ巡り、自然散策、雑貨
高校生の子供がいる主婦です。仕事と読書と犬の世話が日課です。
かもめ食堂のようなまったりとした空気感が好きです。本はのほほ
んとした家族ものやお仕事ものが好きです！保護犬ボランティア
に参加しています。体を動かすことが好きですが、チマチマと洋服
を作ったりもしています。趣味が似てる方だと話しやすくてうれし
いです★

男性
40代

しだはいさん
茶畑通り 195番地

2021年6月30日まで

女性
20代

天音

こむぎさん

さるぼぼ通り 89番地
漫画

イラスト

食事

2021年6月30日まで

Switchゲーム

猫と遊ぶ

天音こむぎと申します。世の中の人と交流がしてみたく文通を始め
ようと思いました。好きなことは漫画を読むこと、食べること、猫
と遊ぶこと。簡単なイラストも描いたりするのでやりとりに使おう
と思っています。楽しく、ゆったり文通していきたいです。よろしく
お願いします。

お江戸通り 1037番地

2021年6月30日まで

料理、文房具屋めぐり、文房具あつめ、ドラマ、
読書 カフェめぐり、
はじめまして 私は手紙でやりとりをするのが大好きで、学生のと
きは よくやりとりをしていました。 また、たのしい手紙でのやりと
りができたらなと思い 申しこみました。 毎日の色々なことや楽し
いことなどたくさんお話しが したいです。 よろしくお願いします。

女性
10代

海釣り、映画、日記、家計簿、カープファン
はじめまして。去年から釣り船に乗るようになり、大きなマダイを
釣るのが目標です。気分転換に映画館で邦画を観ることが多いで
す。息子がバイオリンを習っています。ミニチュアダックスフンド
を飼っています。カープファンでマツダの車がお気に入りです。文
通で色々なお話しがうかがえればいいなと思います。

はるるさん

あきさん
お江戸通り 1038番地

2021年9月30日まで

読書、映画鑑賞、散歩
こんにちは。私は17歳の高校生です。この前片付けをしていたら、
小学校低学年の頃、イトコとしていた文通の手紙がたくさん出て来
ました。懐かしくなって、また文通というものをしたくなりました。
小説を書くのが趣味で、本も映画も幅広く見ます！ あとは夕暮れ
時のお散歩も好き。うさぎを飼ってます。 今回は同年代の方と文
通したいと思ってます。よろしくお願いします〜！

女性
60代

来世はミュージカルスターさん
信濃通り 27番地

2021年6月30日まで

音楽全般（聞く事、Pianoを弾く事）、映画、落語、お笑
いetc、パッチワークもしています。
気力・体力↓の前期高齢者。しかし最近〝鬼滅の刃〟23巻読破。
久しぶりに達成感をかんじ、まだまだやれる!?感を持った所であり
ます。10代、20代の時文通は経験。今も友達には手紙出しま
す。60代の人なんかいないのかな??

