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第273号

2021年4月30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
60代

のたりんさん
茶畑通り 33番地

2022年4月30日まで

女性
30代

手芸（パッチワーク、刺繍、編み物など）、ゲーム
（ＲＰＧ）、読書（ミステリー）
いつの間にか、６０を超えたおばさんになってしまいま
した。 のんびりとお付き合いくださる方、よろしくお願
いします 猫と犬どちらも飼っています

女性
30代

すおうさん
もみじ饅頭通り 100番地

2021年7月31日まで

女性
50代

ひいらぎふゆこさん
六甲通り 341番地
読書

2021年7月31日まで

女性
30代

みりんさん
うつくしま通り 102番地

2021年10月31日まで

旅行、読書、映画、ラジオ、刀剣乱舞、手芸、ドー
ル、写真、TRPG
コロナで外に遊びに行く機会が減り、 SNSはちょっと疲れてしま
う… でも新しい友達が欲しい！と思って文通村をはじめました。
ドールを愛でたりYoutube・漫画・アニメを見て過ごしています(時
間が合えばTRPGも) 同年代のお友達ができたら嬉しいです。ちょっ
とでも興味を持ってくださった方はぜひお気軽に一通送ってくださ
い。喜んでお返事いたします！

女性
40代

猫さん
きりたんぽ通り 48番地

2021年7月31日まで

読書、刺し子、日向ぼっこ

あおさん
お江戸通り 1048番地

2022年4月30日まで

今年の春から息子が幼稚園に入園し、すこし時間に余裕
ができたので文通村を再開しました。 日常のことを日記
のように気軽に話したり、思い出話、悩み事など相談し
合えたら良いなと思います。

映画鑑賞

子育て終わりかけの主婦です。育児や介護 に追われて
いるうちに自分が好きだったものを忘れてしまいました。
そろそろ自分のために時間を使えそうなのでいろんな方
といろんなお話をしてみたいです。

女性
30代

お江戸通り 423番地
読書、映画鑑賞、編み物、ビール

読書、料理、編み物、漫画、アニメ、ゲーム
はじめまして。男児二人を子育て中の主婦です。時間に余裕がで
きるようになりこの度再入会しました。趣味は相変わらず読書やゲー
ムです。日々の些細なことなど、まったりとお手紙でやり取りした
いと思っています。年代性別問わず様々な方とお話してみたいで
す。よろしくお願い致します。

すみれさん

2021年7月31日まで

いつ以来手紙を書いていない事やら。 PCやスマホでビジネス文書
を作成する日々が長くなり、手書きの文字が恋しくなり入村しまし
た。 季節の移り変わりや日々の出来事など、何気無い内容をやり
取りしてくださる方と知り合えたら嬉しいです。

女性
40代

夏鳥さん
茶畑通り 197番地

2021年7月31日まで

美術館/博物館、動植物を見る、体を動かす、料理
をして食べる、映画鑑賞、読書

フォークダンス カフェ カトリック 無印良品 海外のラジオ番組
Shazam お墓参り

はじめまして。 趣味の話、日々の何気ないこと、季節の話、食べ
物の話…どんなことでも、そこには必ず「あたたかさ」があるはず。
手書きの文字を通してつながる「ご縁」を大切に育て、 楽しみたい
と思っています。 私の世界も、これから手紙でつながる方の世界
も、 ちょっとだけ広くなって、明るくなれば嬉しいです。 どうぞよ
ろしくお願いいたします。

カトリックを勉強中です。文通は聖書の好きな１節を紹介すると思
います。時々都内に出掛けることが好きです。教会めぐりなどをし
ています。どなたでもお気軽にお手紙ください。ゲストハウスに宿
泊したり深夜バス旅が好きです。皇居が好きです。
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女性
30代

2021年4月30日

こんこんさん
彩の国通り 480番地

2021年10月31日まで

男性
50代

女性
30代

くまみんさん
彩の国通り 481番地

2021年10月31日まで

女性
40代

ぽんさん
お江戸通り 1050番地

2021年7月31日まで

女性
20代

男性
40代

ぐっさんさん
越前通り 33番地

2021年10月31日まで

男性
30代

ねこですさん
ピーナッツ通り 449番地

2021年7月31日まで

アニメ、ゲーム、漫画、水族館、ネコカフェ
はじめまして、IT業界に勤めている会社員です。 趣味
は漫画の執筆です。 猫が好きなのでネコカフェにたまに
行きます。 海外に暮らした経験があり英語も少し喋れま
す。

ピーナッツ通り 448番地

2021年7月31日まで

文字やイラストを描くのが好きなのですが、ずっと自分の中で楽し
むだけだったので文通を通してたくさんの方とやりとりを楽しみた
いです！皆さんの好きなもの、趣味を教えてもらって自分の世界
を広げたいです(*^_^*)

女性
20代

水仙さん
琵琶湖通り 64番地

2021年10月31日まで

読書、Vtuber、アニメ、ゲーム、TRPG、文具、
インク、カフェ
インクとレターセットを買いすぎてしまったので消費も兼
ねて入村しました！ なんてことない日常話、好きなも
の/こと等なんでもいいのでお手紙送って頂けると嬉しい
です。

女性
30代

みさきちさん
相模ハマっ子通り 525番地

2021年7月31日まで

紙もの集め、音楽、日記を書く、漫画、ゲーム、
美容関係

読書 ランニング ハイキング ドライブ スポーツ観戦 お菓子屋
巡り 旅行（島巡り）園芸

こんにちわ。自然豊かな場所で、ゆるゆる過ごすのが好
きです。いろんな人の考えや感じ方、何気ない日常の
ひとコマを、感じあえたらいいなぁと思い、入村しました。
よろしくお願いします。

もこさん
観劇、散策、絵を描く、ハンドメイド、DIY、料理

料理、手芸、絵手紙を始めます。散歩、美術館・博物館め
ぐり この前御朱印帳を買いました。
夫と二人暮しです。私は仕事一筋？（笑）で生きてきました。こ
の辺で、のんびりした時間を大切にしたいです。何気ない日常や
趣味の話でやりとりできる方、大募集。今夢中なのは、料理と手
芸。当面、オリジナルレシピをまとめることクロスステッチのタペ
ストリー作りが目標。これからは絵手紙に挑戦したいです。私の拙
い絵と文章をご覧くださいね。

2021年7月31日まで

自称無類の手紙好きです。メールでは伝わり難い文章
も、自筆なら会話をしているみたいな感覚になるのが、
手紙の不思議な魅力ですね。普段の何気ない事から、
日頃思っている事など手紙で交流できたらと思います。

ポルノグラフィティ 、ゲーム、恋愛、夜景、散歩、読書、文
房具、コスメ、アフタヌーンティー
いろいろな方とお話をしてみたいなぁ…と思い登録しました！年齢
等気にせずやりとりしたいです(お返事遅かったらごめんなさい！)
OLで会社帰りにいろいろなところに立ち寄るのが大好きで
す！LOFTで文房具を見たり、本屋さんに立ち寄ったり、甘いもの
を食べたり… キイロイトリさん大好きです！ 日常のなんでもない
ことを話せたらうれしいです。

お江戸通り 1049番地

読書、街角マーケティング、映画鑑賞、瞑想、ジョ
ギング

アニメ(日常系、部活系、妖怪ウォッチ)、お絵かき、中学数
学の学び直し、将棋の勉強、ウクレレ
小1と1歳の娘を子育て中の39歳、専業主婦です。趣味はすき間時
間に浅くゆるく楽しんでいます♬子育てのお話や趣味のお話、それ
以外のお話もできると嬉しいです。女性の方限定になりますが、
年齢は問いませんので、よろしくお願いします☆

かんちゃんさん

そろばんの講師をしながら主婦をしています。 基本的にインドアな
ので、漫画やゲームを好んでいます！ 最近では紙もの集めに走っ
ています。特に人物マステが大好きで、日記をデコるのにハマっ
ています！！出来るだけ長く、やり取りが出来たら嬉しく思います！
よろしくお願いします☆

女性
20代

はなさん
お江戸通り 470番地

2021年7月31日まで

カラオケ、韓国語、中国語、ゲーム
以前文通村に入村してましたが仕事が多忙で辞めてしまいました
がまた文通がしたくなり再入村しました。 3歳になる娘がいるので
お返事がマイペースになるかもですが必ず返せたらいいなと思って
ます。 よろしくお願いいたします。
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女性
20代

2021年4月30日

あやさん
なにわ通り 495番地

2021年10月31日まで

女性
30代

映画鑑賞(洋画)、宝塚観劇(花組さん)、ゲーム実況
を見ること(三人称さん) など
はじめまして！社会人2年目の若輩者です。Netflixの『クィア・ア
イ』を見てから、自分の知らない価値観・考え方に出会いたいと思っ
て文通を始めようと思い立ちました。皆さんの好きなこと、日常の
色々などお話できたら嬉しいです。よろしくお願いいたします( ¨̮ )

女性
40代

きゅにごろさん
どさんこ通り 326番地

2021年10月31日まで

女性
20代

栞さん
お江戸通り 1052番地

2021年7月31日まで

女性
20代

のりまきさん
お江戸通り 1053番地

2021年7月31日まで

女性
30代

もみじ饅頭通り 146番地

2021年7月31日まで

素敵なレターセットやポストカードを集めることが大好きで、それ
らを使ってお手紙のやりとりができたら…と思い入村しました。文
通は学生の時以来です。日常の何気ない出来事や趣味の話など、
のんびりお話できたら嬉しいです。女性の方限定で、よろしくお願
いします(*´˘`*)

男性
20代

のすさん
茶畑通り 198番地

2021年7月31日まで

生きること
この頃、心臓の調子が良くありません。ふとした時、鼓動が止まっ
てしまっているのではないかと、不安になり、自分の心臓があると
思われる辺りに手を当てるのですが、かすかな脈拍すらも感じら
れませんでした。もしかしたら、ここは死後の世界なのかもと疑問
に思うようになりました。同じ境遇の方、そうでない方、誰とでも
文通がしたいです。よろしくお願いします。

女性
30代

いつきさん
茶畑通り 199番地

2021年10月31日まで

モーニング娘。、自然を感じること、漫画、詩創作
(初心者)、冷えとり、自然食品

社会人で日々仕事仕事の上、今この時期なので人と会うこともで
きてません。 どなたかと、どんな形でも交流してみたいと思い、
こちらにたどり着きました。 あなたはどんな日々を送り、どんな
光景を見て、どんなことを思っていますか？ 私に教えてくれません
か？

とっとさん
お江戸通り 1054番地

ぽてとさん
旅行、ドライブ、食べること、紙モノ集め、スポー
ツ観戦

乙女ゲーム

女性
30代

2021年7月31日まで

初めまして！小学生のころ文通していたのを懐かしいなと思い、、、
また文通してみたいと思って入村してみました(^^) 最近は文字を書
くことも少なくなったのでいろんな方とお手紙で色々お話しできた
ら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします！

ダンス、ディズニー、ジャニーズ(NEWS
とJUMP)、YouTubeを見ること
かわいいシールやレターセットを使いたくて始めてみました。ディ
ズニーダンサーのお姉さんに憧れて、半年ほどテーマパークダンス
を習っています！あとはラブライブというアニメの踊ってみたをし
ています♪色々な方とやりとりできたら嬉しいです(*^o^*)

ピーナッツ通り 450番地
バスケ、ドライブ、旅行

日常、読書、睡眠、カフェで物を書く
読書好きの皆さん！ 積読本のタイトルリスト交換しませんか？ 趣
味に「読書」をあげている方は多いのですが、自分の読書方向と一
緒なのか分からずお手紙を出していいものなのか迷ってました！ま
だ読んでない本のタイトルなら、方向性がわかる、新しい本に出
会える、自分の積読本の整理にもなる！ 本のタイトルとともにな
んで選んだかを一行チラッと書いてくれると嬉しいです！

みゆさん

2021年7月31日まで

アニメ、動画、お散歩、音楽鑑賞、落書き
初めまして！ 文通初心者ですが、楽しく心が通じ合える
ような素敵なお友達を募集しています(^^) 是非仲良くし
てください♪

急に思い立ち入村しました。自分のペースで楽しめたらと思いま
す(*^^*)モーニング娘。、漫画、半身浴が好きです。肌が敏感な
こともあり生活用品はほぼオーガニックのものを使っています。モー
ニング娘。はパフォーマンスを見るのも、自分で歌うことも好きで
す！ケルマデックさん、服部みれいの声のメルマガ、マドモアゼ
ル愛さん、藤原直哉先生のYouTubeも好きです。

女性
20代

ひまわりさん
彩の国通り 482番地

2021年7月31日まで

公園散策、花をみること、音楽鑑賞、映画鑑賞、読書、最
近棋士YouTuberに興味ありです
はじめまして。小さい頃に幼稚園の幼なじみと文通をしていた思い
出がとてもあたたかく、また自分の人生の大事な場面にはいつも
「手紙」があったことを思い出して、みなさんと心温まる交流をし
たいと思い入村いたしました。ひとつひとつ丁寧にお返事を書きま
す。花が好きです。
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女性
40代

2021年4月30日

ちぃさん
彩の国通り 483番地

2021年10月31日まで

女性
30代

漫画や小説を読むこと、BTS、韓国ドラマを見るこ
と、犬が好き、イラストを描くこと
メールやラインでは味気なく感じてしまい登録しました。BTSが大
好きです、コンサートにも行きました。ジミンさんでさんよりのオ
ルペンです。BTSをきっかけにイラストを描くことが趣味になりま
した。 家にはチワワが2わんいて、溺愛しています。インドアで家
ですごすのが好きです。よろしくお願いします。

女性
20代

さなさん
お江戸通り 1055番地

2021年7月31日まで

女性
50代

さきさん
相模ハマっ子通り 526番地

2021年7月31日まで

女性
20代

みーさん
なにわ通り 497番地

2021年7月31日まで

女性
30代

女性
40代

うまこさん
お江戸通り 1057番地

2021年7月31日まで

編み物、読書（漫画とか児童書）、寝る、猫をめ
でる、 散歩の犬を目で追う
漫画を読んだり、編み物をしたり、あとはお笑い芸人のラジオを
聞いたりしています（宮下草薙・マヂラブ・・・）。いろんな方とや
り取りできたら楽しいなーと思っています。文通は初心者ですが、
しかもマイペースですが、なにとぞ宜しくお願いします。

みろさん
ピーナッツ通り 451番地

2021年7月31日まで

編み物、読書、散歩、舞台観賞（主に劇団四季)、イラスト
（練習中）、ファッション、恋愛話
最近、文章を書く楽しさを知りました。手紙ならではの手書き文字
の温かさが好きです。年齢・性別問わず、いろんな方と交流でき
たらいいなと思ってます。好きなことや日常のさりげないこと、楽
しくお話できたらうれしいです。よろしくお願いします。

女性
40代

まるさん
なにわ通り 496番地

2021年10月31日まで

ハンドメイド 珈琲 紅茶 お散歩
はじめまして まるです コロナで友達に気軽に逢えない
今 手紙を書く事で人とつながりたいと思い文通村へ よけ
ればお手紙ください

女性
40代

パン屋巡り、スヌーピーグッズ集め、映画鑑賞、
お笑い、美味しいものを食べること
20代社会人で医療関係で働いています。幼少期に文通をしており
もう一度始めたいと思い登録しました。字を書くのが好きで、文字
を通して幅広い世代の方と心温まるやりとりをしていきたいです。
とても楽しみにしています、よろしくお願いします。

2021年7月31日まで

普段LINEやSNSの短い文章でのやり取りが多くなっているからこそ、
手紙という丁寧なやり取りに魅力を感じました。年齢性別問わず、
様々な方とお話ししたいです。文通は小学生の時以来なのでとて
もワクワクしています(^^）よろしくお願いします。

能狂言鑑賞、着物、ZUMBA、水泳、スキー、旅行、読書、
ドライブ、ガーデニング、断捨離
子育てが一段落し、好きな事を少しずつ始めています。 そのため
に週２で仕事もしています。５０代にしていまだ多動気味です。
昔文通をしていた経験があり、こういう時代だからこそ紙とペンで
やりとりしたいと思っています。 日常の様々なことを気軽に伝え合
いたいと思っています。

うつくしま通り 112番地

読書（漫画も）、旅行、観劇、映画、ドール、アニメ、動
物を見たりふれ合うこと、花、星

マステ収集、イラスト、読書、散歩、ゲーム、カ
ラオケ
初めまして、さなと申します。 マステ集め(国内、海外問わず)、
イラストを描いたり、たまに小説を読んだり、ソシャゲしたり、音
楽聞いたり歌ったり...とにかく色々やってます。 散歩やネットサー
フィンで新しいもの、見たことないもの、場所ゆ見るのが大好きで
す。自分の知らないものや事が沢山知れたらなと思ってます！よろ
しくお願いします！

きなこさん

香織さん
お江戸通り 1056番地

2021年10月31日まで

国内ひとり旅、海外旅行、御朱印、美術鑑賞
はじめまして。東京生まれ、東京育ちのアラフォーです。仕事ばか
りの毎日から離れて、心温まるようなやりとりがしたくて入会しま
した。おひとり様を満喫中です。また、今は行けませんが旅行が
好きなので、旅好きな方も大歓迎！旅先でのおもしろエピソード
なんかを共有できたら楽しそう！まずは何気ない日々の出来事か
ら、いろんなお話ができたらいいなと思っています。

女性
40代

くれはさん
茶畑通り 200番地

2021年10月31日まで

ゲーム、お絵描き、手帳、マステ、シール、音楽、
少女漫画
はじめまして！ ツイステ、あんスタが好きです 趣味で鉛筆画(アイ
ドルなどの模写)やイラストを描いています 音楽は邦楽ロックや乃
木坂などを聴きます マステやシールで手帳や便箋をデコったりす
るのも好きなので、趣味が合いそうでしたらぜひよろしくお願いい
たします
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女性
40代

2021年4月30日

秋音さん
ピーナッツ通り 452番地

2021年7月31日まで

女性
20代

音楽、読書、漫画、文章を書くこと、英語。
はじめまして。 私は40代ですが、邦ロック、特にクリープハイプ、
フジファブリックが好きです。 漫画は今は「ブルーピリオド」に熱
中しています。 似たような趣味をお持ちの方と文通を通していろ
んなお話を共有できたらいいなと思いはじめさせていただきました。
こんな私ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

女性
40代

木蓮さん
相模ハマっ子通り 527番地

2021年7月31日まで

女性
20代

まこさん
古都みやび通り 177番地

2021年10月31日まで

読書、映画、散歩、旅行、音楽、剣道、カフェ、
美術館、神社仏閣、紙etc...
はじめまして、まこです！関東出身、関西在住の大学四回生をやっ
ています。読むのは雑食、観るのは洋画です。この前友人から
「やっぱり外国に住むことにしたとか突然言い出しそう」と評され
少々複雑な気持ちに浸っているのですが、そんな感じです！基本
なんでも楽しめる性格をしているので気軽に文通してくださると嬉
しいです。年齢性別趣味問いません。よろしくお願いします。

古都みやび通り 176番地

2021年7月31日まで

読書、散歩、キャンプ、旅行、ライブ、自然、寺
社仏閣巡り、美術館巡り
初めまして。子どもの頃に好きだった文通を改めてした
いなと思い、入会しました。のんびりと過ごすのが好き
です。返事がゆっくりになるかもしれませんが、よろしく
お願いします。

男性
40代

読書、散歩、音楽鑑賞、映画鑑賞、野鳥観察、コー
ヒー＆紅茶、料理
文字を書くのが好きで、手帳に日々思った事を書き留めたりしてい
ます。ふと誰かと手紙のやりとりをしたいなと思い、こちらのサー
ビスを知りました。散歩してみつけたものや、本や音楽、目にし
た景色、ふと日常に感じたことなどをやりとりしたいです。音楽は
最近クラシック・クロスオーバーが好きで、ルーク・ハワードやアン
ドレ・ギャニオンをよく聴いています。よろしくお願いします。

なつさん

さふかさん
もみじ饅頭通り 147番地

2021年10月31日まで

読書/散歩/インク/ゴルフ/プードル/チワワ/外国の古い印刷
物、ブリキ缶/レコード/日本酒
妻から万年筆を贈ってもらってから手書きの文字に熱中しています。
色々な世代の方とのやり取りを通じて、私の知らない世界をのぞ
いてみたいと思います。緑を見るのが好き（詳しくない）、最近小
鳥が好き（野鳥は見分けがつかない）、ゴルフは緑に囲まれて気
持ちいいから大好き。海に囲まれたところに住んでいます。 お気
軽にお手紙ください。

女性
50代

はるさん
相模ハマっ子通り 434番地

2021年10月31日まで

家庭菜園、お菓子作り、長唄三味線
初めて文通します。字は下手ですが文を書く事は好きで
す。家族は成人した娘が2人と愛する夫1人です。何か
楽しい事を始めたいと思い入村しました。よろしくお願
い致します。

