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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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ゆうきさん
越中通り 31番地 2021年8月15日まで

男性
30代

お花を見ること、料理、お菓子作り、温泉

初めまして「ゆうき」と申します。主夫をしています。字はキレイ
な方ではありませんが心を込めて書きたいと思っています。
色々な方と他愛のない会話など楽しめたらと思っています。同じ封
筒や便箋が続くこともあるかもしれませんがご了承いただければと
思います。よろしくお願いします。

ざきこさん
お江戸通り 563番地 2021年8月15日まで

女性
30代

ネット、アニメ、カフェ、株とタロット(勉強始めた
ばかり)

東京でひとり、気ままに暮らしています。 友達が少なく行動範囲も
狭いので、皆さんとやりとりしながら興味の幅を広げられたらいい
なと思っています。 最近の楽しみは、近所のケーキ屋さんでケー
キを買って食べることです。 フルーツサンドにもハマっています。
今はなかなか気軽に出掛けられる状況ではありませんが、オスス
メのカフェとか色々教えて頂きたいです！

めぐぐさん
茶畑通り 124番地 2021年8月15日まで

女性
40代

文通、マステ集め、シール集め、紙もの

はじめまして(^-^) シングルマザーです。色々な方と仲良くなれた
ら嬉しいです。文房具やレターセット、シール、マステ、メモ帳な
ど紙もの大好きです。ミッフィー、マイメロディ、キキララ、ドラ
えもんなど好きです。宜しくお願いいたします。 自閉症スペクトラ
ムの息子がいます。

めぐるさん
お江戸通り 598番地 2021年8月15日まで

女性
30代

漫画、アニメ、映画、音楽、絵、手芸、動物

文通を通して素敵な縁が出来ればと思い登録しました。漫画やア
ニメが好きで絵を描いたりしています。LGBTQに理解がある方だ
と嬉しいです。趣味話だけではなく、日常での出来事など色々な
お話もしたいです。よろしくお願い致します。

しーちゃんさん
六甲通り 254番地 2021年11月15日まで

女性
30代

御朱印、歴史、紙もの、手帳、カメラ、散歩、ジャニー
ズ(SnowMan、なにわ男子)、料理

初めまして。文通を久しぶりにしたくなり登録しました♪ 年齢•性別
関係なく、趣味や日常の事などのお話しを文通で出来たらいいなっ
て思っております(^^) 仲良くして下さる方お待ちしております☆ 宜
しくお願い致します！

みやさん
どんたく通り 191番地 2021年8月15日まで

男性
20代

テニス、ゲーム、将棋、プラネタリウム、

とある映画で文通の良さを知り今回始めることになりま
した。文章を書くのは苦手ですが、たくさんの人と
色々なお話ができたら良いなと思っていますのでどうぞ
宜しくお願いします。

はなさん
土佐の国通り 38番地 2021年11月15日まで

女性
50代

ウォーキング、鉄道旅番組、道の駅めぐり

心地よい自然の中で四季を感じながら歩くことが好きです。趣味の
合う方、ご当地の話題など、楽しく文通したいと思ってます。子供
は巣立ち、仕事と家庭の事をしながら暮らしている私です。どうぞ
よろしくお願いします。

緑のチャピィさん
六甲通り 340番地 2021年11月15日まで

女性
60代

楽しい事探し

いろんな事を楽しみたくて初めは広く、浅く手を出してい
ます。今は華流ドラマ、ジャニーズ、本、縫い物、DIY、
旅行(自粛中)などです。心もモノもきれいな物、美しい
物が好きです。



第274号 2021年5月15日
3　　

ゆうさん
お江戸通り 1058番地 2021年8月15日まで

男性
40代

サザンオールスターズ、料理、なわとび（ダイエッ
ト）、猫

料理は中華が好きで美味しい炒飯のレシピを研究したり、羽付き
餃子をうまく焼けるように練習しています。家庭料理歴は３年くら
いで、一通り作れますがまだ発展途上です。サザンは９０年台に
応援団入って途中抜けていましたが現在また入っています。昔そこ
で文通していまして、懐かしさもあり応募しました。なわとびは手
軽にできる運動で週に２～３回やっています。よろしくお願いしま
す。

おひさま大好きさん
平城京通り 45番地 2021年8月15日まで

男性
60代

読書、ウォーキング、料理を作る事、英会話

奈良に住む60代後半の独居老人です。バツ1、３人目の子供が独
立して2年が経ちます。この年齢でも働ける職場があって感謝して
元気に働いています。私の知らない世界や考え方に触れて生活の
刺激を受けたいと思っています。老若男女問いません。ご縁がある
事を願っています。よろしくお願いします。

ハツカさん
うつくしま通り 113番地 2021年11月15日まで

女性
30代

読書、マンガ、アニメ、史跡巡り、博物館・美術館

はじめまして。日常の中で感じたことや、趣味の話、おすすめの
ことなど、いろいろお話ができたらと思い入村しました。文通の経
験があまりないので、ゆったりとお手紙をかわせたらと思います。
文房具も好きなので、手紙に使ったペンやインクについて教えて
いただけると嬉しいです。

スイスイさん
六甲通り 342番地 2021年8月15日まで

女性
40代

歩くこと、空を山を見ること、珈琲、和菓子・世界中のお菓
子、心と体の繋がり・メンテナンス

偶然みつけた「文通村」 なんだか面白そうな気がして… それに通
りの名前がステキでしたので入村しました 毎日を心地よく楽しく過
ごすことをモットーに 面白そうなアイデアを考え丁寧に暮らしてい
ます 好奇心旺盛です 年齢性別問わず幅広くいろいろな方達と 関わ
りたいなと思っております よろしくお願いします

あやねさん
ピーナッツ通り 453番地 2021年11月15日まで

女性
50代

音楽鑑賞、吹奏楽、ピアノ、映画、アロマ、心理学、読書、
自然、散歩、食べる事、ファッション

初めまして。夫は単身赴任中で成人した一人息子と2人暮らしの専
業主婦です。自然を感じたり香りや音楽や好きな物を食べたりと
五感から心地良さや好きを感じてほっこりしています。人見知りな
方ですが人が好きです。何気ない日常や趣味の話し、日々感じた
り考えている事など色々と分かち合えたら嬉しいです。ポストカー
ド、一筆箋も歓迎します。どうぞ宜しくお願いします。

おりかさん
ちゅら海通り 65番地 2021年8月15日まで

女性
30代

バド*テニス*珈琲*歌う*トマト*声優業*健康*猫*アニ
メ*月*福岡旅行好き*暮らし

返信のペースはゆっくりです。ポストを開けた時、便箋でお手紙が
届いてたら素敵…!と思い、文通初挑戦です⭐︎趣味の専門・学問
的な話も興味あり。やり取りを通じて始めてみたい事が見つかる
と良いなぁと思います。手紙の形式・便箋の種類等は不問（チラシ
裏や銀行封筒除く）。初心者ではありますが宜しくお願いします♪
大好きな珈琲と共に文を認める素敵な時間を過ごせますように。

ゆなさん
彩の国通り 484番地 2021年8月15日まで

女性
50代

読書、お散歩、アロマセラピー、アイスクリームを
食べること

はじめまして。10代と20代の子どもがいる専業主婦です。テレビ
やゲームはあまり得意ではありません。日常の些細なことなど、
お手紙で語り合えたら素敵だなと思い、入会致しました。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

いちごさん
古都みやび通り 178番地 2021年8月15日まで

女性
40代

歩くこと　走ること　ダラダラすること　旅行　か
ぎ針編み　多肉

B型です。熱しやすく冷めやすいところがありますが、気に入った
ことは、ずっと続いている一途な面もあります。日々の生活の喜怒
哀楽や、いろんな話をしたいです。手紙を通して一緒に素敵な時
間が過ごせたら嬉しいです。こんな私に興味を持ってもらえるとう
れしいな☺

コロちゃんとそらさん
どさんこ通り 327番地 2021年8月15日まで

女性
40代

合唱、イラスト、カフェめぐり、文具あつめ

はじめまして。コロナでお休みしていますが、合唱大好
きです！ そして文具や便箋、画材が大好きです！ おい
しいものも大好きです！ いろんな人といろんな話がした
いです！

淀さん
なにわ通り 498番地 2021年8月15日まで

男性
20代

映画鑑賞、将棋、雑誌、散歩、競馬（少し）、植物（ほん
のちょっと）、プロ野球観戦（まあまあ）

はじめまして！ 趣味の話題はもちろん、日常のちょっとした出来事
や他愛のない話を聞かせていただけたらと思っています。 お手紙
の内容や長さはどんなものでもウェルカムです。僕ものんびりと、
気の向くままに、丁寧なお手紙を書けたらと思っています！
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米屋　最中さん
ピーナッツ通り 454番地 2021年11月15日まで

男性
30代

映画鑑賞、ウォーキングアプリゲーム、カフェ巡り、
テレビゲーム、漫画、近代美術鑑賞

初めまして。 何分、手紙のやりとりは初めてです。 読みづらい文
面で送ってしまうことも、多々あるかも知れませんので、ご容赦く
ださい。 なお、皆様のお手紙を拝読させて頂き、自分自身の見聞
を広げられれば幸いです。 何卒、よろしくお願い致します。

ひいらぎさん
常陸の国通り 156番地 2021年11月15日まで

女性
20代

旅行、カメラ、カフェ・パン屋・雑貨屋巡り、舞台
鑑賞

初めまして、ひいらぎと申します。 国内を一人でふらふら旅行する
のが大好きです。一眼レフで写真を撮ったり、おしゃれなカフェ・
パン屋さん等を巡って美味しいものを食べたり…文房具も好きで、
可愛いレタセやシール・マステなどつい手に取ってしまいます。若
手俳優さんも好きで、舞台(2.5含む)もよく観に行きます。 趣味や
日常の話をのんびりできたら嬉しいです。

佳多菜さん
ピーナッツ通り 455番地 2021年11月15日まで

女性
20代

ゲーム、YouTube、カラオケ、お笑いライブ、演
劇、国内旅行、フレーム切手収集

初めまして、佳多菜(かたな)と申します。普段はパートとして働い
ており、夫と二人でのんびりと暮らしています。 最近はヒプマイに
はまっていて、YouTubeは主にゲーム実況を観ています。音楽は
世代ジャンル国問わず浅く広く聴いて好みの曲を見つけることが好
きです。 お手紙では日々の出来事や趣味の話などを楽しくお話し
できたらと思っています。よろしくお願いします。

ゆずりはさん
古都みやび通り 179番地 2021年11月15日まで

女性
20代

読書、寺院巡り、紅茶、音楽

久々の文通なのでとても楽しみです。宜しくお願いしま
す。

あいさん
どんたく通り 251番地 2021年8月15日まで

女性
20代

文章を書くこと、お買い物、おしゃれ、化粧品を集
めること、食べること、カメラ

はじめまして。 小さい頃から、お手紙を友達と交換することが大
好きでした。 またあの時のようなワクワクを味わいたい！そう思っ
てます！ 文章を書くことがとにかく大好きで、おしゃれも好きです。
よかったらよろしくお願いします。

やまもとさん
古都みやび通り 180番地 2021年8月15日まで

男性
30代

筆跡診断、弾き語り、アナログゲーム制作、うさ
ぎ

字を書くのが好きなのと、ひとの筆跡を診るのが好きなので、文
通をしてみたいと思いました。 理想の自分に近づく字の書き方な
どをアドバイスできますので、興味のある方はお手紙くださればと
思います。 普段は学童保育と経絡指圧を仕事にしています。

星 あかりさん
六甲通り 343番地 2021年11月15日まで

女性
40代

創作（絵、張り子、ビーズ、羊毛フェルト、革）料理、植物
育成、山野、アニメ、Youtube等

日々の他愛ない話、感動した事、おもしろかった事、少しだけ自
慢、ちょっと泣き言…あなたが感じている事を教えて下さい。気が
向かない時は、お返事なくて大丈夫です。お互い無理せず続けら
れる関係がいいと思います。よろしくお願いします。※コレクショ
ンの絵はがきや手描きはがきでお返事します。仕事の都合でお返
事が遅く・出来ない可能性があります。

おにぎりさん
彩の国通り 485番地 2021年8月15日まで

女性
20代

音楽鑑賞、音楽演奏(ウクレレ、キーボード)、映画ドラマ鑑
賞、散歩、キャンプ、アニメ、読書

のんびりマイペースに生きています。日常の何気ないや
り取りができたら嬉しいです。よろしくお願いします。

うめしろっぷさん
ピーナッツ通り 456番地 2021年8月15日まで

女性
40代

イラスト､映画鑑賞､ゲーム､雑貨､アニメ､漫画､音楽鑑賞､読
書､写真､可愛い物集め

40代独女です。好きな事を色々とお話出来たら嬉しいで
す♪ゆるりと長く続けたいと思ってます。30代～40代ぐら
いの女性の方で趣味が合いそうな方､宜しくお願いしま
す♪楽しくやりとりしましょ～！

花森　あめさん
ピーナッツ通り 457番地 2021年8月15日まで

女性
30代

読書、犬と遊ぶ事、アニメ、漫画、ゲーム、ウォーキング、
音楽鑑賞、アロマ、小説を書く事

懐かしい文通で友達が欲しくて始めてみました。30代独
身女性です。アニメや漫画、ゲームが好きな方お話しま
せんか？30代〜40代、男女問わず募集します。
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ひいろさん
ピーナッツ通り 458番地 2021年11月15日まで

女性
20代

紙もの収集、シール収集、読書、旅行、散歩、日記、料理、
iPadでお絵描き、資格取得

はじめまして。前からずっと気になっていた文通を始めてみようと
思います。小さい頃から手紙や文字を書くのが好きでしたが、最
近はめっきり自分の日記だけに。ぜひ、皆さんオススメの文庫本
を教えて下さい。お返事が遅くなっても、ゆっくりお話ししてくれる
と嬉しいです。よろしく、どうぞです。

ぱやさん
古都みやび通り 181番地 2021年11月15日まで

女性
20代

読書、ホラーやSF映画、恋愛相談、note、旅行な
ど

初めまして、ぱやです。 仕事は雑誌を作るひと。新妻
ですが遠距離中。 日常の面白い出来事、なんでもない
けど話したいことを共有できたらいいなと思います。

タオさん
ピーナッツ通り 459番地 2021年11月15日まで

男性
20代

youtube、園芸

初めまして、タオです。普段は清掃員として働いて、休日は妻と
のんびりしてます。文通は妻に影響されて始めてみました。 仕事
でお花を育てていて、今では仕事での楽しみとなっています。日
常のちょっとした出来事を手紙でやりとりできたらと思っています。
時間がある時に手紙を書きますのでスローペースになりますが、
よろしくお願いします。

ナオトラさん
しゃちほこ通り 379番地 2021年8月15日まで

女性
40代

天体鑑賞、無印良品、自然食品を見にいくこと

現在介護のお仕事しながら看護学校に通い始めました。
中一の男子を育ててます。毎日、バイト、学校、息子の
学校と目まぐるしい毎日を過ごしています。 手紙を書い
て、頭の中をのんびりさせたいです。

結さん
六甲通り 344番地 2021年8月15日まで

女性
30代

カフェ・パン屋さん巡り、料理、お菓子作り、神社・お寺巡
り、ガーデニング、絵本、字を書くこと

手書きの文字のあたたかさが好きです。子どもに関わる仕事がし
たくて、試験を受けて保育士資格を取りました。丁寧なお手紙の
やりとりが出来たら嬉しいです。いろんな地域の方と文通したいなぁ
と思います。よろしくお願いします。

ちびちびさん
どんたく通り 252番地 2021年11月15日まで

女性
30代

映画・ドラマ鑑賞、漫画、嵐、マステ、手帳

保育士しながら2人の子育てしてます。家事が苦手でサボって自己
嫌悪に陥ってしまいがち…今の狭い世界だけの人との関わりでは
なく、お手紙でいろんな方とのつながりを持ちたいと思いました。
なんてことない日常など楽しくお話しできたらと思います。よろし
くお願いします！

よんさん
六甲通り 345番地 2021年8月15日まで

女性
20代

園芸、ハーブ、ドキュメンタリー鑑賞 YouTube、
宅トレ

はじめまして、このような文通サイトに登録するのは初めてです。
一ヶ月前慣れない土地に引っ越し、、とにかく誰かとほっこりたわ
いのないお話をしたいと思い登録いたしました。便箋一枚でもお送
りください♪喜んでペンを走らせお返事します

えいこさん
相模ハマっ子通り 529番地 2021年11月15日まで

女性
40代

お散歩、読書、アニメ、ゲーム、動物(黒猫飼ってます)、ムー
ミン、サンリオ、ぬい撮り、お酒

昔文通してたことを楽しかったなぁと思い出して登録してみました。
アニメを見たり二次創作を見るのも好きないわゆるオタクです。
今はジョカゲやうたプリなどが好きです。アプリはツイステやって
ます。ムーミンバレーパーク行くの好きです。毎日お酒飲んでます。
年齢性別は問いません。他愛ない日常のお話や好きなことのお話
をやり取りできたらなと思います。

ぽんさん
うつくしま通り 114番地 2021年8月15日まで

女性
20代

読書、ソフトテニス、ラジオ、お笑い鑑賞

はじめまして。直接お話をすることが難しい今現在、文
通を通して、みなさんの思いや考えにふれ、つながりが
できたら素敵だなと思い、入村しました。文通初心者で
すが、どうぞよろしくお願いします。

くっかさん
お江戸通り 1060番地 2021年8月15日まで

女性
50代

トレッキング、チェロ、音楽(最近はクラシック)鑑賞、片付
け、カンブリア宮殿、お笑い

初めまして。手紙でのスローなやりとりが懐かしくなり、始めてみ
ることにしました。 50代、否定はできませんがまだ実感がない…。
平日はバリバリ仕事していますが、休日はコーヒー片手に映画音楽
を聴いたり、習い事のチェロを練習したり、友達と日帰り登山を楽
しんだりしています。いろんな世代の方と交流して視野が広がれ
ばいいなと思います。よろしくお願いします！
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ざっぱーさん
どんたく通り 253番地 2021年8月15日まで

女性
20代

寝る、韓ドラ鑑賞、ナンプレ、お散歩、ネットショッ
ピング、

手紙を書くのが昔から好きでした。そして貰うのも好き
でした。幼い頃のような気持ちで、様々な方との文通で
のやりとりを大切にしたいです。よろしくお願いします♪

さなえさん
もみじ饅頭通り 148番地 2021年11月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、アニメ、美術館へ行くこと、ショッ
ピング

文章や映像、絵画に触れていろんなことを考えたり感じることが最
近の癒しです。美術館に行くのが大好き。ガラスペンデビューしま
した。日常で感動したことや楽しかったこと、おすすめの本や映画、
絵などがあれば気軽にお手紙ください。

みゆうさん
なにわ通り 499番地 2021年11月15日まで

女性
20代

文具、絵、旅行、書写、アマプラ、ボードゲーム、
MSSP、読書(小説漫画BL)

はじめまして、みゆうと言います。 文房具が大好きで、ついつい
買ってしまいます。このままだと一生使いきれなくて死ぬな、と思
い文通を始めようと思いました。封筒はあまりないのですが…。
人の趣味の話を聞いたりするのが好きです。 好きなインクはラメ
インク、5月から封蝋デビューもしました。是非あなたの日常の話
を聞かせてください

ルーシｨさん
相模ハマっ子通り 530番地 2021年8月15日まで

女性
40代

読書、音楽、ハンドメイド、カメラ、家事、お弁
当作り

40代の主婦です。高校生の息子がいます。 愛読書は昔のクウネル、
暮らしの手帖、などの暮らしや食事にまつわる本です。 趣味の合
う方や、気になるなって、思ってくださったかた、良かったら文通
してください お互いの手紙が待ち遠しくなるような、そんなやり取
りが出来たら嬉しいです。

ててさん
古都みやび通り 182番地 2021年8月15日まで

女性
20代

音楽鑑賞(J-pop、邦ロック、K-pop)、シーリングスタンプ、
自分磨き、読書、ゲーム

初めまして◎ シーリングスタンプ好きを何かに活かせないかなと思
い、参加してみました。日々のこと、相談事、好きなこと、色々話
せたらなと思います。趣味が違っていてもお互い共有し合ってお話
ししたいです！女性限定でお願いします。文通初心者なので分か
らないことが多いですが、よろしくお願いします。

りんごさん
お江戸通り 1061番地 2021年8月15日まで

女性
40代

クラシック音楽、バーベキュー、温泉

初めまして。考えてみたら一度も文通をしたことがないのですが、
暖かい手書きのお便りをいただいたり自分でも送ったりするのって
とてもいいなと思い、入村させていただきました。 仕事は事務で、
猫一匹と同居しています＾＾ どうぞよろしくお願いいたします。

はるなつさん
古都みやび通り 183番地 2021年11月15日まで

女性
30代

文通 コンビニスイーツ

こんにちは。文通を通して色んな方と交流できたらいい
なぁと思っています(^^)育児中の為、文通が息抜きにも
なります★楽しく続けられたら嬉しいです！よろしくお願
いします！

えっちゃんさん
六甲通り 346番地 2021年11月15日まで

女性
60代

読書、映画又は絵画鑑賞、散歩

本や映画、花や植物のお話など出来ればと思います。 仕事上の悩
みなども聞いて頂ければ嬉しいです。 いつも少し疲労気味の為、
お返事が遅くなる可能性があります。でも一生懸命お返事書かせ
て頂きます。 この様な私ですが、どうぞよろしくお願いします。

まる子さん
相模ハマっ子通り 531番地 2021年8月15日まで

女性
40代

映画　ドラマ　読書　園芸

はじめまして(o^^o) 40代女性です。子ども達も10代後半となり子
育ても一段落しそうです。。文通！子どもの頃友達とよくお手紙
交換したのを思い出しました。老若男女問わず、仕事や趣味など、
色々なことを楽しくお話しできたらいいなと思ってます。

らむさん
越後通り 112番地 2021年11月15日まで

女性
20代

落書き、漫画、ジブリ、アニメ、温泉巡り

子供と関わることが好きで、学童で働いています。5ヶ月の息子が
おり、育休中(Eテレに夢中)。家事育児の合間にお返事します。フ
ルーツバスケットなどの少女漫画と、ドクスト、シュタゲなどのア
ニメが好きです。日常会話や趣味の話だけでなく、簡単レシピに
も興味があります。文通初心者ですが よろしくお願いします。
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のいるさん
きびだんご通り 102番地 2021年8月15日まで

女性
20代

読書、文房具集め、映画鑑賞、野球観戦、美術館
水族館巡り、お散歩

現在医療系の学生をしています。ミステリー小説を読んだりシール
やレターセットなどの文房具を集める事にハマっています。日々の
出来事を楽しく話せたらと思っています。そして貴方のおすすめの
本や映画を教えてください〜。よろしくお願いします。

オキノタユウさん
お江戸通り 1062番地 2021年8月15日まで

男性
20代

読書、映画鑑賞、料理、歌う、バードウォッチング、
散歩

文通は初心者です。手書きのメッセージを書くのが好きなので、
実家に手紙を書いたりしているのですが、最近一方通行になりが
ちなのでお手紙でやり取りできる相手が欲しいなと思い始めてみ
ました。 将来のこと、人間関係、環境問題、暮らしの知恵とか…1
つのことを深く考えるのが好きです。

ぬこさん
古都みやび通り 184番地 2021年11月15日まで

女性
20代

ゲーム（Switch多め）、イラスト、猫を眺めるこ
と、食べること

ゲームをよくやっており、（ひたすら回数をこなす作業など）特に
やり込みプレイを好んでいます。 最近はモンハンやリングフィット
アドベンチャーを頑張ってます。 文通は違う趣味の方も歓迎してい
ます。 仲良くしていただけると嬉しいです、よろしくお願い致しま
す。

あいさん
お江戸通り 1063番地 2021年8月15日まで

女性
50代

自然、散歩、絵を描く、ストレッチ、キーボード
（初心者）長風呂

子なし主婦で、今は色々あり無職です。日常のささや
かな出来事を手紙にしたいです。便箋、内容にこだわり
ません。色んな年代の方と文通して世界を広げたいです。

葉琉さん
しゃちほこ通り 380番地 2021年8月15日まで

女性
20代

読書、アニメ、ゲーム、文房具集め、ラジオ

学生の頃から集めた文房具を活用したいと思い入村しました。読書
はミステリーや漫画多め、ゲームやアニメはFGO、刀剣乱舞、ツ
イステ、ポケモン、名探偵コナンなど。声優さんのラジオも聞い
てます。マイペースですが、ぜひよろしくお願いします。

みぃさん
もみじ饅頭通り 149番地 2021年8月15日まで

女性
30代

音楽観賞、スマホゲーム

はじめまして。文通は初心者ですがよろしくお願いいた
します！文通でいろんな人と仲良くなれたら嬉しいです。

ももいかさん
彩の国通り 486番地 2021年8月15日まで

女性
20代

YouTube（お笑い・ゲーム実況など） 絵を描くこと、ゲーム
（あつ森、ゼルダなど）

社会人２年目です。 人見知りなため、文通を通してコ
ミュニケーション能力を高められたらと思い、始めてみま
した。 お笑いが好きで、今はジャングルポケットさんに
ハマってます!!

詩子さん
相模ハマっ子通り 68番地 2021年8月15日まで

女性
30代

語学、ドライブ、釣り、読書（主にエッセイ）、イ
ンテリア。小沢健二が好きです。

編集アシスタントの職も経験しながら、学生時代打ち込んだ馬術
が忘れられず、ここ数年は乗馬クラブで厩務員をしています。小
一の息子がいます。耳の聴こえない友人が天職を見つけ多忙とな
るまで、長く文通していました。彼女もご主人との二人暮らしでし
たが、子供いるいないに関わらず、大切にされている趣味のお話
や新しい知見をくださる方と、楽しくお手紙でお話したいです。

つばめさん
お江戸通り 1064番地 2021年8月15日まで

女性
20代

晩酌映画鑑賞、読書、釣り、ギター、お絵かき

仕事に追われて、めまぐるしい日々を送っています。 毎日なんや
かんや楽しいけれど、 これからどうしようかと漠然と葛藤しておる
20代後半アラサー女です。 ゆるい話でも真剣な話でも今、自分の
思ってることをきちんと、文字にして表現したいなぁと思ってはじめ
ました。 きちんとした文通は人生初かもしれません…！ よろしく
おねがいします。

kikiさん
どさんこ通り 328番地 2021年11月15日まで

女性
40代

おしゃべりしながら歩くこと　おいしいものだらけのピクニッ
ク マリメッコ 坂元裕二　

森と湖、おうち、時々都会で過ごすことが好きです。かわいいと
おいしいが溢れていて、アナログゲームやTVでお腹を抱えて笑う
日々が理想です。大好きが似ている方や、新しい世界を教えてく
れる方と繋がれたらしあわせです。切ったり、貼ったり、、、好き
を詰め込んだお手紙届けたいです。”今”を、一緒に楽しみましょ
う♫
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みおさん
相模ハマっ子通り 533番地 2021年8月15日まで

女性
30代

読書（小説、エッセイ）、お笑い鑑賞、散歩。好
きな食べものはたまごです。

はじめまして＊みおです。昨年30歳になりました。文字を書くこと
が好きで、これまでは一人暮らしの兄や遠方の叔母に手紙を送っ
ていましたが、同じ趣味の方や同世代の方、幅広くいろんな方と文
通できたら楽しそうだな、と思い文通村への参加を決めました。よ
ろしくお願いします。

ひなさん
もみじ饅頭通り 150番地 2021年8月15日まで

女性
30代

ゲーム、読書、創作活動、アニメ鑑賞、手芸

文通に興味があり、入村しました。 メインジャンルはうたプリで、
その他夢100・スタマイ・Switchのゲームなどもやってます。 本は
キャラクター小説、ライト文芸が好きで、ゲームや本の話が出来る
方と交流したいです。

モツヲさん
お江戸通り 1065番地 2021年8月15日まで

女性
30代

音楽鑑賞(一昔前のバンド)、漫画(たそがれたかこ、ハッピー
マニア等)、飲酒、１人カラオケ

４歳になる息子がおりますが、子供の話題だけではなく日常の事
など話したいです。仕事もしております。 グチや悩みもOKです！
文通をするのが数年振りになりますので、失礼がありましたらご指
摘下さると助かります。

心のしずくさん
とちおとめ通り 117番地 2021年8月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、読書(特に伊坂さん、乙一さん)サイクリン
グ、YouTube、お絵描き、スピッツ

初めまして。 手紙を書くことが好きで、ある映画がきっかけで文通
を始めてみたいと思いました。 映画鑑賞(サスペンス中心)やロード
バイク、物作り、ゲーム、文房具屋巡りなどが趣味です。又オカ
ルト好きで、その手のラジオや動画を観るのも好きです。日常生
活や好きなもののお話を色々な年代の方としてみたいです♬ どう
ぞ、よろしくお願いします。

だんごさん
杜の都通り 160番地 2021年8月15日まで

女性
20代

旅行(ここ1年は自粛中)、カメラ、読書、映画、ア
ニメ、登山、ダイビング

はじめまして。だんごと申します。 あなたの「これ絶対おすすめだ
よ！」という作品や趣味についての熱い思いを教えてもらえません
か。そのおすすめに私もトライしてみたいです。 感想を伝えあっ
たりおすすめし合ったり、季節の移ろいの中でそうした文通ができ
たらと思っています。 どうぞよろしくお願いします。

ふゆこさん
お江戸通り 1067番地 2021年11月15日まで

女性
40代

手づくり（コラージュ、刺しゅう、洋裁、お菓子）、散歩、
読書、児童文学、水彩、映画鑑賞

何気ない日々のことや考えていること、これからのこと、好きなこ
となど、飾らずにお話できたら嬉しいです。 【好きなこと・興味あ
ること】古いもの、イギリス、建築、エコな暮らし、旅行（今
はGoogle earthで世界を巡っています） 夫と猫１匹と、のんびり
暮らしています。よろしくお願いします。

としきさん
とちおとめ通り 118番地 2021年8月15日まで

男性
20代

読書、映画鑑賞、歴史、散歩、猫と遊ぶこと、旅行
（国内とヨーロッパ）

はじめまして！コロナ禍で人と会うことが減り、生活が単調になっ
たことと、久々に手紙を書きたくなったことから入村しました。4月
から大学の講師をしています。海外に住んでいたこともあります。
初めて出会う方とゆったりとした交流ができれば嬉しいです。

ホオヅキさん
相模ハマっ子通り 534番地 2021年8月15日まで

女性
20代

色鉛筆画　ゲーム　手芸　歌　音楽鑑賞　夢日記
グルメ

子どもの頃から見知らぬ人と文通することに憧れていたので入村し
ました。只今教員を目指して勉強中です。最近文字を書く作業から
離れていたため、字が汚かったらすみません。綺麗に書けるよう
精一杯努力します。何卒よろしくお願いいたします。

ことさん
さるぼぼ通り 90番地 2021年11月15日まで

女性
40代

梅干し作り　昔話　読書　絵本　お弁当の本をな
がめること ウォーキング

はじめまして。夫、中3の息子、老猫1匹と暮らしてます。 隣の市
に住む社会人の娘1人。文通は初めてです。 息子が高校生になっ
たら、やってみたいことは宿泊を伴う1人旅です。みなさま、どう
ぞよろしくお願いします。

めぐりりんさん
なにわ通り 500番地 2021年8月15日まで

女性
30代

犬の散歩、釣り、YouTube、ダイエット、乙女ゲー
ム（薄桜鬼）

こんにちは*\(^o^)/*30歳の子なし専業主婦です！出身は、九州で、
現在、関西に住んでいます。最近は、妊活をしながら、趣味を楽
しんでいます。年齢、性別は問いません。長く文通ができるお友
だちを募集しています。よろしくお願いします。
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しらがさん
どんたく通り 254番地 2021年11月15日まで

女性
10代

読書(面白ければ何でも読みます)、ゲーム

色んな人の話が聞きたくて始めました。 文通は始めてな
のでわからないことだらけですが、是非仲良くしてくだ
さい!

ねこみさん
彩の国通り 487番地 2021年11月15日まで

女性
50代

読書、猫、水族館、動物園、文具（紙もの、マス
テ、シールなど）

いろいろな方とお話がしたくて入会しました。 趣味のこ
と、ペットのこと、日常のことなんでもお話ししてくださ
い。 年齢は問いませんので、のんびりとお付き合いして
くださる方よろしくお願いします。

おちばさん
お江戸通り 1068番地 2021年8月15日まで

女性
20代

ゲーム、絵を描くこと、食べること飲むこと、散歩、
生き物を知ること見ること

昨年からずっと在宅勤務しています。ペットの爬虫類と1人で楽し
める趣味のおかげでなんとか元気を保てています。 爬虫類は飼い
始めて4年ほど。他の生き物も大好きです。絵はデジタルでもア
ナログでも。黒田清輝作品が好きです。 直接会うのは難しい時期
ですが、新しい誰かとも話してみたいと思っていたときに文通村を
知りました。よろしくお願いします。

はなうさぎさん
相模ハマっ子通り 535番地 2021年11月15日まで

女性
20代

紙モノ、万年筆、ジャンクジャーナル、歌舞伎、茶道、博物
館・美術館・カフェ巡り、メダカ、恐竜

海外チケットや古書、切手等の古い紙モノを集めています。トラベ
ラーズノートにコラージュをしたりもします。趣味の合う方とは、
紙モノ交換もしてみたいです。裏千家茶道を始めてから13年に突
入しました。趣味のお話や日常のことなど、ゆるくお話したいです。
ポストカードや一筆箋、ミニレター等も大歓迎です。女性の方限
定で、年代問わず気軽にお手紙を送ってくださると嬉しいです。

チョコさん
もみじ饅頭通り 75番地 2022年5月15日まで

女性
40代

文通、読書、ゲーム、水泳、バレエ、文房具集め

私は文通が大好きです。昔から文章を書くのが大好きで
した。いろいろな方と日常的なことから悩みやグチまで
話せたら（書けたら）いいなと思っています。よろしくお
願いします。


