2

第272号

2021年4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

れんげさん
とちおとめ通り 12番地

2022年4月15日まで

女性
50代

簡単な料理、読書

うめ花さん
相模ハマっ子通り 334番地

2021年7月15日まで

初めまして、うめ花です。性別欄は女ですがLGBTQのQです。漫
画はHELLSING、ドリフターズ、BLACKLAGOON、ジョジョ。ゲー
ムはpop’n、FGO、グラブル、アイマス。音楽は平沢進、天野月
子、アリプロ、サンホラ、ボカロが好きです。大分偏りが有りま
すが色んな方と仲良く、何気ない会話やポストカードの交換など出
来たらと思いますのでお願いします。

茉莉花しろさん
しゃちほこ通り 376番地

女性
20代

2021年7月15日まで

何かほっこり出来るようなご褒美が欲しいと思った時にこの文通村
に出会いました。 趣味はたくさんありますが、今は自作の小説を
書くことにハマっています！小説も漫画も読むのが好きです！その
影響で、自分の図書館を作ることが夢です！

みーなさん
杜の都通り 157番地

2021年7月15日まで

映画鑑賞、楽器演奏、写真、YouTube（特にゲー
ム実況）
初めまして。初めて文通をします。趣味が合う方はもち
ろん、趣味が異なる方でもお話ししたいです。お互いの
世界観が広がればなぁと思っております。特にジブリ
と2bro.が好きです！宜しくお願い致します。

シマシマさん
きびだんご通り 100番地

2021年7月15日まで

写真、美味しいものを食べる、楽しいことを見つけ
る、面白い話を聞く、ネコ
こんにちは、医療系の大学に通っている学生です！文通
をするのは初めてなので、色々教えて頂けると嬉しいで
す。色々な方のお話を聞けるのを楽しみにしています。
よろしくお願いします(*^^*)

女性
30代

読書、旅行、小説を書くこと、言語学習、アニメ見
ること

女性
10代

2021年10月15日まで

やっぱり手紙好きなので再入村。 かわいいとかキラキラとかそう
いう表現が出来るものが好きです。 基本お家好き、でも健康とダ
イエットのため散歩とストレッチも頑張ってます！ お互いのペース
で日々の事や色んな話をして下さる方、よろしくお願いします。 あ
とジョジョが大好きです。

文通／文房具／雑貨屋巡り／百均巡り／動物園／水族館／
植物園／漫画／音楽etc...

女性
20代

どんたく通り 248番地
手紙、読書、ふわふわ妄想

子育て中の主婦です。うさぎを2羽飼っています。女性
の方、楽しく文通しましょう。

女性
20代

はとこさん

Akiさん
伊勢通り 93番地

2021年10月15日まで

文房具.シール.マステ.スタバ.ジャニーズ(特
にKing&Prince)
はじめまして。文通村気になって入村させていただきま
した！７歳の女の子と５歳の男の子がいます。のんびり
マイペースにお手紙のやり取り出来たら、嬉しく思いま
す。よろしくお願い致します。

女性
30代

静さん
お江戸通り 1039番地

2021年10月15日まで

読書、一人旅、レース編み、カメラ、オトメイト、剣盾・あ
つ森、米津玄師、インク、封蝋
文通初心者です。最近はガラスペンと万年筆インクに嵌っています。
読書は小説も漫画(少年少女BL)も好きです。ミラーレス機で桜、
紫陽花に紅葉と季節を感じられる植物の撮影が好きです。ゲーム
はSwitchで剣盾やあつもり、オトメイト作品をゆるーーくプレイし
てます。色んな方とお話が出来たら良いなぁと思います。よろしく
お願いします！
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女性
20代

2021年4月15日

春さん
とちおとめ通り 116番地

2021年7月15日まで

女性
20代

ラジオ、散歩、映画やドラマを観ること、言葉
友人との文通を通して、文通の良さに気づき、もっと色んな方とし
たいと思い、入村しました。年齢・性別・趣味関係なく、いろんな
方とお話ししたいです。日常のささいなことやそれぞれの好きなこ
となどをお話しできたら嬉しいです。よろしくお願いいたします！

女性
30代

たんぽぽさん
上州三山通り 38番地

2021年10月15日まで

女性
40代

あやのさん
彩の国通り 476番地

2021年7月15日まで

女性
30代

まいさん
めんこい通り 74番地

2021年7月15日まで

女性
30代

女性
30代

あじさいさん
なにわ通り 490番地

2021年7月15日まで

読書、お酒や美味しいもの、神社巡り
はじめまして。小学生と幼児の姉妹がいる、専業主婦です。読書
やお酒が大好きです。 転勤族なので、なかなかお友達ができな
いので、日常のささいなできごとなどを楽しくお話しできるお友達
を作りたいなぁ、お手紙でやり取りできたら、とっても楽しいかなぁ
と思って、はじめました。 色々な方とお話ししたいです！よろしく
お願いします。

みほみさん
彩の国通り 475番地

2021年10月15日まで

キャンプ（歴3年）、読書（ミステリー）、旅行、音楽、ピ
アノ、動物（黒猫飼ってます）
学生の頃ずっと文通をしていたのを思い出し、またはじめたいなと
思いました。お互いの趣味のことから、子育ての話（低学年の子
どもがいます）、日常のこと、悩みなど手紙でおはなししましょう。
文通を楽しみながら文通を通して自分の世界を広げられたらいいなぁ
と思っています。

女性
20代

菜の花さん
火の国通り 56番地

2021年10月15日まで

女の子のアイドル、読書、オペラ、プラネタリウム、
シール集め、サンリオ
はじめまして♪文通はしたことがないのですが、文通友達が欲しく
て入会しました。性別や年齢など問わず色々な方とやりとりしてみ
たいです。お返事がゆっくりになることもあるかもしれないですが、
よろしくお願いします！

女性
20代

読書、ハンドメイド 、ペット（ハムスター飼ってま
す）、ゲーム、アニメ、文房具
初めまして、文通に憧れがあり、今回入村させていただきました。
ゆっくりした時間の中で、まったり文通できたらと思っています。
趣味に関しては、ゲームは牧場物語や、逆転裁判などをします。
よろしくお願いします。

2021年7月15日まで

はじめまして！お手紙を書くことが大好きで、始めてみました。
色々な方の日常や趣味、価値観…たくさんの事をを共有して頂け
たらとっても嬉しいです。ぜひぜひお手紙でたくさんお話して下さ
い。よろしくお願いします！

読書、ハンドメイド、散歩、ジャニーズ
訪問看護師の仕事をしています。目まぐるしい日々の中で一度立
ち止まって、小さな頃から書くのも、貰うのも嬉しくなる大好きな
お手紙で、私の知らないお話や、世界を、もっと知りたいなと思い
ました。どうぞよろしくお願いします。

お江戸通り 1040番地

読書、美容、ファッション、カフェ巡り、散歩、美術館、旅
行、ダイビング、アイドル（坂道）

喫茶店やカフェ巡り、お散歩、YouTube、カメラ、綺麗や
可愛い物集め、漫画、ゲームなど
たんぽぽです∩^ω^∩ 久しぶりに文通を始めたいと感じたので入村
しました。性別や年齢を問わず色々な方と手紙で繋がりを持てた
ら嬉しいです。内容は日常から趣味など幅広く、まったりと楽しく
やり取りをしたいです♬お手紙お待ちしています！

うみさん

小夜さん
どさんこ通り 325番地

2021年7月15日まで

読書/手芸/美術館、水族館、喫茶店めぐり/お酒/
うさちゃん
はじめまして。耽美的な作品が好きな大学生です。趣味のお話は
もちろんのこと、日常の出来事や人生観などたくさんお聞かせい
ただけると嬉しいです☺️ 晩酌が好きですので、お勧めのお酒な
どありましたら是非教えてください。気軽にお便りくださいね。

女性
40代

いずみんさん
相模ハマっ子通り 522番地

2021年10月15日まで

読書、海外ドラマ＆映画鑑賞、旅行、文房具収集、ポスク
ロ、音楽鑑賞、ディズニーパーク、手芸

はじめまして。こんにちは。 多趣味なので、趣味が合う
方と文通出来たらいいなぁと思っています。 よろしくお願
いいたします。 P.S.「呪術廻戦」（漫画＆アニメ）にハ
マっています。
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女性
30代

2021年4月15日

ひよりさん
なにわ通り 491番地

2021年7月15日まで

女性
30代

音楽鑑賞

わさびさん
古都みやび通り 175番地

2021年7月15日まで

女性
20代

とことこさん
2021年7月15日まで

はじめまして！元々文字を書くことが好きなのですが、日々の暮ら
しではなかなか機会も少なく、文通をしてみたいと思い立ちました。
20代で登録しましたが、今年で30になります。決まった交際関係・
生活で、新しい発見がほしい・趣味を増やしたいという気持ちもあ
るので、年代問わずいろんな方とお手紙のやり取りをしたいです♪
どうぞよろしくお願いします。

おれんじさん
常陸の国通り 154番地

女性
30代

2021年10月15日まで

YouTubeで動画を見るのが好きで、費やしている時間はかなり長
いです。 かわいいものが好きで、サンリオのキャラクターなどの
かわいいものを見るとテンションがあがります。 少しでも自分の考
え方の幅や世界を広げたいと思い、入村することにしました。 多く
の方とやり取りできたらなと思います。 よろしくお願いします。

トルコキキョウさん
お江戸通り 1043番地

2021年7月15日まで

2021年7月15日まで

猫、ウォーキング、読書、昭和レトロ、名曲喫茶、
ドキュメンタリー番組
目の前の仕事を毎日夢中で積み重ねて、気づいたら50
代になっていました(笑)。猫との暮らしや週末通う親との
時間が日常ですが、これからのセカンドライフも考え中
です。色々な方と色々な話が出来たら嬉しいです。

えもじさん
なにわ通り 492番地

2021年7月15日まで

天体観測、建築物、美術館、野鳥、音楽、ファッ
ション
気づけばアラサーOLになっていました。普段はメールやSNSばか
りですが、字を書くことが好きなので文通もしてみたいと思いまし
た。好奇心の塊人間なので日常話や趣味の話、学問話でもいろい
ろお話して教えていだだければ幸いです。

女性
30代

YouTube鑑賞、ネットサーフィン、かわいいもの、
英会話

女性
50代

越中通り 62番地

こんにちは。沢山の人と交流したくて登録しました。イ
ラスト描きとガーデニングが趣味です。長文、一筆箋な
んでもお待ちしています。

食べること、散策街歩き、美容、あつ森、カメラ、猫、韓ドラ
（初心者）、YouTube（実況）

女性
20代

百合さん
園芸、イラスト、カフェ巡り、ドライブ、料理、動
物、魚、鳥

日常の何気ない出来事の中に潜む可笑しさを発見したい
です。いろんなお話聞かせてください。催促状だらけの
郵便受けに彩りを与えてやりたいです。

お江戸通り 1041番地

2021年7月15日まで

以前にも文通村へ会員していました また文通村に入りた
くなり会員しました 年の近い女性とやり取りが出来たら
嬉しく思います マイペースでゆるくなりますがよろしくお
願いします

小説を書く

女性
20代

どさんこ通り 196番地
文通･ドライブ･旅行

新しいことを始めてみたいと思いました。文字で思った
ことや感じたことを表現することが好きです。文通を通
して自分の人生だけでは知らないことを知る機会になれ
ば嬉しく思います。

男性
20代

ネネちゃんさん

ゆうみさん
お江戸通り 1042番地

2021年10月15日まで

文房具、マステ、シール集め、ゲーム、旅行、温
泉、読書、謎解き、お花、コーヒー
既婚・子なしの会社員です。最近、万年筆・ガラスペンにハマり、
お手紙を書きたいと思い入村しました。日常や趣味のことでほっこ
りとしたお手紙のやりとりができたらいいなと思っています。基本
的にはインドアですが、ふらっと散歩に出かけたりのも好きです。
どうぞよろしくお願いいたします。

女性
60代

みんみんさん
加賀の国通り 63番地

2021年10月15日まで

ソーイング、 映画 、ドライブ、 料理
こんな時代にあって、会社以外の人とのつながりもあま
りなく、ポカンとしています。子供達は独立しました。
手書きのお手紙でお互いがほっこりできたら、最高です
よね。
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男性
40代

2021年4月15日

ヤン提督さん
お江戸通り 1044番地

2021年7月15日まで

女性
30代

スポーツ観戦、テレビ、音楽鑑賞

Toeushi-MWKさん
信濃通り 104番地

2021年10月15日まで

女性
50代

ふみかさん
2022年4月15日まで

はじめまして。家に帰った時に手紙が届いていたら楽しいだろうな
と思い申し込んでみました。普段はフルタイムで働きつつ、夫と柴
犬と暮らしています。最近は遠出する機会が減ったため、花や野
菜を育てて楽しんでいます。万年筆やインクを集めることも好きで
す。気の合いそうな方とお話をしてみたいです。

ゆーさん
上州三山通り 98番地

女性
40代

2021年7月15日まで

ずっと気になってた、ほぼ日手帳始めました。嵐が大好きです。子
育ても落ち着き、今は全力でファンやってます。ファン歴が浅いの
でファンの先輩と色々お話したいです。 かぎ針編みは、主にあみ
ぐるみ製作を楽しんでいます。ドラクエ大好き。ドラクエの音楽も
大好きです。趣味の合う方ともそうでない方とも、のんびり長く続
けていきたいと思っています。よろしくお願いします。

由莉恵さん
お江戸通り 1046番地

2021年7月15日まで

2021年7月15日まで

読書、料理（和食）、散歩、レコード、美術館
のんびりした性格です。 読書が好きで、村上春樹や田辺聖子、ア
メリカ文学やフランス文学を読むのが好きです。 ちなみに、最近
読んだ本は、カポーティの『叶えられた祈り』です。 他には、山下
達郎やコムデギャルソンが好きです。 日常の他愛無いことをお話
しできたらと思います。 気軽にポストカードでもやりとりしたいで
す。

みどりさん
桜島通り 68番地

2021年7月15日まで

映画鑑賞、文具、手帳、カフェ、英語、音楽を聴く、ミニチュ
アシュナウザー、サウナ、筋トレ
日々の暮らしの中の小さな幸せや当たり前の毎日を大切にして生
きたいと思っています( ˘͈ ᵕ ˘͈ ) 映画を見たりコラージュなどおう
ち時間も楽しみながらサッカー観戦やアウトドアも楽しんでいま
す⑅︎◡̈︎*最近はサウナで整えてます( *ˊᵕˋ) Post crossing で海外
にポストカードを出したりもらったりすることも楽しみです( ˶˙º̬˙˶
)୨

女性
30代

みぃのすけさん
めんこい通り 75番地

2021年7月15日まで

ぬい撮り、絵本、写真、手芸

嵐、かぎ針編み(あみぐるみ)、ドラクエ、インコ、リラック
マ、マステ、ほぼ日初心者、無印良品

女性
20代

なにわ通り 493番地

こんにちは。旦那と、成人した子ども二人を持つ主婦です。 コロ
ナ禍で家にいる時間が長くなってきた昨今、この時間を利用して文
通を始めてみようと思い立ちました。同じ趣味を持つ方ともそうで
ない方とも、手紙を通していろいろお話できれば、と思っています。
宜しくお願いします。

犬と遊ぶ、文具集め、ガーデニング(初心者)、読書

女性
40代

じゅりあさん
お買い物、かぎ針編み、広島カープ、キイロイトリ、ナンク
ロ、ディズニーパーク、TOKIO

約1年前に，TMWKとして参加しておりました。 よろしく
お願い申し上げます。

お江戸通り 270番地

2021年7月15日まで

はじめまして。文通村に登録したのは今回が初めてです。自分の
好きや特技を生かして、可愛いレタセにマスキングテープつきで
キュートなお手紙が書きたいです。同性で20代から40代の方、書
くことが大好きな方待ってます。

文房具店巡り，読書，執筆

女性
30代

越中通り 63番地
映画、読書、音楽、メール、手紙

高校生の頃に行っていた文通の事を思い出して入村しました。 訪
問介護の仕事をしている独身男性です。 サッカーやラグビーの試
合をテレビやたまにスタジアムで観ています。 ドラマやバラエ
ティー、クイズ番組などが好きで録画して観ています。 ペンネー
ムは好きな小説の登場人物の呼び名より拝借しました。 お互いに
無理の無いペースで色々なお話を出来たら嬉しいです。

男性
10代

チョコ姫さん

精神科に通ってます。体調によってお返事が遅くなってし
まうかもしれません。 ぬいぐるみが大好きで、ぬい撮り
もやってます。絵本の読み聞かせを聞くのが大好きです。
よろしくお願いします。

女性
20代

はなぶささん
越前通り 32番地

2021年10月15日まで

お茶、食器、手帳、シール雑貨、文字を書くこと、
漫画、コスメ、ジェルネイル
日本茶も紅茶も好きで職業柄、食器に少し詳しいです アニメも見
ますが漫画の方がよく読みます 最近セルフのジェルネイルをはじ
めました 趣味のこと日々の何気ないことお手紙できたらと思います
手作り封筒、ハガキやポストカードなども歓迎します
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女性
30代

2021年4月15日

もみじさん
お江戸通り 1047番地

2021年7月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、ヨガ、散歩、音楽、（カフェ&バー
巡り 現在自粛中）
はじめまして！今年30を迎えるOLです。久々に友人にお手紙書い
たらより色々な人とやり取りしたくて文通村に来ました。お互いの
おすすめのモノやコト、些細な日常で起こった出来事とか伝え合え
たらいいなって思ってます♪気長にゆるりとやりとりできる人でした
ら誰でも大歓迎です。よろしくお願いします。

女性
20代

しゃるさん
彩の国通り 479番地

2021年7月15日まで

女性
40代

なつさん
杜の都通り 158番地

2021年7月15日まで

女性
20代

くろおんぷさん
相模ハマっ子通り 524番地

2021年10月15日まで

女性
20代

男性
30代

薄荷さん
越後通り 111番地

2021年7月15日まで

イラスト制作、読書、釣り、美術館巡り、寺社巡
りなどなど
普段はIT関係の仕事をしている30代前半です。周りに趣味につい
て語れる方がいないので、始めてみました。共通の趣味を持つ方
と楽しく交流できればと思います。 ここ最近は柳田国男の『山の人
生』を読んでいました。桜が散ったので、木瓜のほころびが楽しみ
な毎日です。 どうぞよろしくお願いします。

ちょいさん
しゃちほこ通り 378番地

2021年7月15日まで

ゲーム、アニメ、漫画、手芸、お絵描き、料理、
お散歩、声優、小説、百均
声で話すのと文字で会話するのはまた違った面白さがあるのかな。
と思いずっと興味があったので、思い切って初めてみました。今ハ
マっている事でも、趣味でも人の話を聞くことが好きなので幅広い
年代の方とお話したいです。気軽にお手紙下さい。

男性
40代

エッグタルトさん
越中通り 64番地

2021年10月15日まで

歴史、武術、YouTube、ダイエット、ニコ生
自分は歴史や武術を基準にしたものの考え方を追求して
います。色々な人（特に自分と価値観の違う人の）考え
方に触れてみたいです。

女性
30代

りんださん
火の国通り 57番地

2021年10月15日まで

読書、観劇、ドラマ・映画鑑賞、旅行、謎解き

ミュージカル／散歩／カフェ巡り／映画ドラマ鑑賞／音楽
（吹奏楽•ウクレレ) ／読書／ジブリ
20代後半社会人です。北海道から大学を機に上京し、今は医療機
関で働いています。公園で散歩やのんびりするのが好きです。特
に今の時期は花が綺麗でとても癒されています。 小さな頃遠くの
友達とよく文通していたことがあり、手紙がポストに届くわくわくし
た気持ちがとても好きで、今回入村してみました。 日常のふとし
た事でも何でも気軽にお話できたら嬉しいです。

2021年10月15日まで

文通初心者です。最近万年筆やガラスペンなどの文具に興味を待っ
たことがきっかけで、字の練習も兼ねて文通を始めたいと思い立ち
ました。 お酒が好きなので、お酒に合う簡単おつまみメニューな
どご存知でしたら教えてください！ 同じ趣味の方だけでなく、
色々な趣味、環境の方とやりとりしてみたいと思っています。よろ
しくお願いします！

読書、映画鑑賞、アコースティックギター
はじめまして。なつと申します。書くことはそんなに得意ではない
ですが、手紙を出したりもらったりするというのが何だか温かみが
あって好きです。 もし良かったら普段思ってることなど、のんびり
とお話しましょう。

彩の国通り 478番地

一人旅（温泉）、カメラ、ゲーム、ギター、ドラ
ム、きもの（着付け練習中）

ナンプレ、映画鑑賞、漫才、アニメ、漫画
はじめまして、しゃるです。いろんな人と文通がしてみたいなと思っ
て始めてみました。最近の休日は、愛犬との散歩を楽しんだり、
映画を観て過ごしています。おすすめの映画があれば、ぜひ教え
てほしいです。年齢は問いません、いろんな年代の方と関われた
ら、とても嬉しいです。 どうぞよろしくお願いします。

環さん

初めまして。4月になり何か新しいことを始めてみようと思い、手
書きの文字が好きなのと、他の人の話を聞くのが好きなので文通
をやろうと入村しました。 読書や観劇が好きです。 趣味の話や
日々の何気ない事等、気軽にやり取り出来たらと思っています。よ
ろしくお願いいたします。

女性
20代

ちょくもさん
琵琶湖通り 63番地

2021年7月15日まで

手芸 切り絵 神社巡り 水族館 読書 本屋さんで本を探すこと
ゲーム(スマホ、ポケモン)
動物が好きで、犬・ハムスター・熱帯魚を飼っています。全国の動
物園や水族館の可愛い動物の写真やSNSを見るのが好きです。自
分からクリエイトする事は苦手ですが手先を動かす事は好きなの
で見本を見ながら手芸や切り絵をするのにはまっています。よろし
くお願いいたします(*´-`)
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第272号
女性
30代

2021年4月15日

きなこさん
常陸の国通り 155番地

2021年10月15日まで

文房具、シール、紙モノ、マステ、カフェ、珈琲、
猫、韓国ドラマ
初めまして。きなこと申します☺︎人と直接会いにくくなった今、文
通で新しい出会いがあれば嬉しいなと思って入会しました！紙モ
ノ(メモ紙やマステ、シール等)が大好きです。カフェも好きです。
最近全然カフェに行けてませんが、毎朝カフェラテを作って家カフェ
を楽しんでいます♪ 文通初心者ですが、みなさんと交流を深めら
れたらと思います。宜しくおねがいします^^！

