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第275号

2021年5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
20代

妖香さん
うつくしま通り 11番地

2021年8月31日まで

女性
30代

音楽鑑賞、海外マステ、海外の紙もの集め、コラー
ジュ、ゲーム、vocaloid
こんにちは。 海外マステや海外の紙ものを集めるのが大好きで、
それらを使ってコラージュしてお手紙を書いたりします。 また、あ
んスタとスタマイが大好き‼︎HoneyWorksや声優さんも好きです。
気の合う文友さんが出来たら嬉しいです。

女性
20代

ちまちまさん
加賀の国通り 36番地

2021年8月31日まで

2歳と５ヶ月の二人の男の子のママです。毎日育児に奮
闘しています。最近は子供への食育も兼ねて家庭菜園
も始めました。子育てや家庭菜園など色々とお話できた
らなと思います。よろしくお願いします♪

女性
20代

りささん
2021年11月30日まで

はじめまして！医療系の勉強をしている大学生です。小さい頃か
ら手紙を書くことが好きで、ふと文通を始めてみようかと思い立ち
ました。あまりペースは早くないと思うのですが、ゆっくりと手紙
を楽しめたらな、と思っています。本が好きな方なら、おすすめの
本の紹介をしたり、感想を伝えあったり、そんなことができたら嬉
しいです。年代問わずお待ちしています。よろしくお願いします！

はまわさん
古都みやび通り 185番地

ひなさん
お江戸通り 637番地

2021年11月30日まで

SNSがどうも長続きせず、苦手といいますか、あまり好
まないものですのでこちらで筆を通して色んな方とお喋
りできたらと思います。 普段は関わるような事のない方
ともお手紙を交換したいです。

女性
40代

2021年11月30日まで

アニメ・映画、グルメ、ゲーム、ミステリー、撮影、イラス
ト、美術館巡り、文房具、旅行、音楽等
初めまして。趣味が大量にありすぎて、迷ってしまいました。この
ように未知な人々と出会えるというのは、人との繋がりを強く感じ
れる方式だと思います。友達とよくハガキ交換を行ったのですが、
手紙で文通をするのがわりと初心者です。ちなみに、まだ大学生
です。出身は中国です。よろしくお願いします！ ps.ギターってむ
ずいけど面白いなって最近思いました。

猫まるさん
杜の都通り 159番地

2022年5月31日まで

映画鑑賞、猫、ハンドクラフト、ゲーム、ガンダム、
カラオケ、料理

読書（特に小説・エッセイ）・映画やドラマ・落語・講談・旅
行・おいしいものを食べに行くこと

女性
20代

2022年5月31日まで

手芸、お出かけ、紅茶

レタセ、マステ、おりがみなどで、紙もの集めが好きです。お仕
事は介護士(ディサービス)をしています(^^)あと、関ジャ
ニ∞、king＆prince、窪田正孝君、佐藤健、山田裕貴くん、最近
ではEXITの兼近が好きです(^^)色々な方と文通でお話し出来たら
なと思って降りますのでどなたでもよろしくお願いします

ピーナッツ通り 460番地

常陸の国通り 19番地
ドラマ鑑賞、家庭菜園

文通、紙もの集め

女性
20代

はぎさん

小学生の娘がいる主婦です。猫が2匹います。映画は話題の作品
からB級まで幅広く観ます。ハンドクラフトは身近な物を手作りし
たり人形の服を作ったり。ゲーマーと言う程ではありませんが夜は
毎日ゲームしてます。ガンダムが好きでアニメも良く観ます。他に
も多趣味なので色々とお話できたら嬉しいです。

女性
40代

なっちゃんさん
杜の都通り 161番地

2021年8月31日まで

読書、音楽鑑賞、関ジャニ∞と純烈が好きです。
はじめまして。なっちゃんです。私は文章を書くことが
好きです。文通は若い頃にしていましたが、最近はご無
沙汰になっていました。今回文通村を知って久しぶりに
文通をしたいと思います。よろしくお願いいたします。
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女性
30代

2021年5月31日

そらのくもさん
お江戸通り 1069番地

2021年8月31日まで

女性
20代

女性
20代

てんさん
ピーナッツ通り 461番地

2021年8月31日まで

女性
10代

おつきみさん
常陸の国通り 158番地

2021年11月30日まで

男性
40代

男性
20代

りんさん
常陸の国通り 159番地

2021年8月31日まで

女性
60代

彩さん
お江戸通り 1071番地

2021年8月31日まで

映画鑑賞、ショッピング、塗り絵、クイズ番組を見
る
現在、休職中で、2人の孫がいます。体力は、衰えを感じますが、
見た目は、孫がいると言うと、驚かれます(笑)メイク動画など、見
るのが、好きで、いかに、ナチュラルに、ごまかすか、研究して
ます(^-^) ハムスターを、飼っており、ペット動画も、大好きです。
日々の何気ない、話しを伝えあえたら、嬉しいです。

お江戸通り 1070番地

2021年11月30日まで

最近万年筆にハマりました。気軽に手紙をやり取りできる人がで
きたら素敵だなと思い、文通村に登録しました。美術ギャラリーの
オーナーと新薬の研究開発という真逆の仕事を両立している、少し
変わった人間です。お互いが日々のイロドリになれたらいいですね。

女性
30代

しがっちさん
上州三山通り 99番地

2021年11月30日まで

ゲーム、音楽、お酒、読書、ウォーキング、YouTube、映
画、歴史、メイク、万年筆、インク
初めまして！多趣味で数年前に万年筆とインクに出会いました。気
がつくと増えてるインクと万年筆の出番がなく、このままでは腐ら
せてしまう！と気になっていた文通村に入村しました。文通は初め
てです。手紙は昔、ファンレターを書いていた程度…失礼がありま
したらご指摘して頂けると幸いです。世代問わず、趣味の話や日
常の世間話などお話ししたいです。よろしくお願いします。

男性
20代

クラシック音楽(鑑賞・演奏)、ドイツ語、読書など
大学院生をしながら子どもに関わる仕事をしています。SNSの速い
コミュニケーションに疲れて、ゆったりとした場所を探していたらこ
こにたどり着きました。色々な方とお話できたら嬉しいです。よろ
しくお願いします。

じわりさん
写真、美術鑑賞、散歩、音楽鑑賞、コーヒー、料
理、ゲーム、脱出ゲーム、お香などなど

読書、映画鑑賞、お散歩、ピアノ、お料理、麻雀、
パズル、考えること
はじめまして！おつきみと申します。今年大学生になったばかり
の19歳です。自己紹介って何を書けばいいのか分からないな、と
思いながら書いています。趣味のお話とか、日常の嬉しかったこと
とか、色んなお話を出来たら嬉しいです！年齢も性別も趣味が同
じかどうかも関係なく、色んな方と文通したいです。よろしくお願
いします！

2021年8月31日まで

最近読んだ本、その時々の花瓶の顔ぶれやBGMの紹介、季節のあ
いさつ、小さな発見など、日々やこころを一房わけあうような遣り
取りができればと思います。どなたか文通してくださいませんか。
好きな本: 月と六ペンス(モーム) 死か芸術か(若山牧水) 息吹(テッド・
チャン) その他ハードSF

料理、宅飲み、文具収集、古着巡り、コスメ収集、
音楽を聴くこと
誰かと趣味や日常のできごとを共有できたら素敵だなと
思いはじめました。 趣味が一緒な人も、そうでない人
も、色んな方とのんびりやりとりできたらなぁと思ってい
ます。 よろしくお願いします。

古都みやび通り 186番地

読書、散歩、万年筆、紅茶、香水、花、数独、音
楽

旅行、ランチ開拓、文房具集め(万年筆インク、マスキング
テープ)、カリグラフィー、犬と遊ぶ
忙しい日々のなか、たくさん集めた文房具たちを活躍させてあげ
る機会も中々なく、「そうだ！誰かと文通しよう！」と思い立ちま
した。 同年代の方は勿論、様々な年代の方とゆっくりとしたやり取
りがしてみたいです。 一緒にまったりしませんか？

くもりさん

とみやんさん
ピーナッツ通り 462番地

2021年11月30日まで

読書（ノンフィクション）、映画、アニメ、ゲーム、
カラオケ、散歩
26歳社会人です。現代、どんなに遠いところでも早く楽に繋がるこ
とが出来るようになりましたが、日常でも即レスを求められ反って
生きづらさ感じます。仕事なら早いに越したことはありませんが、
日常ではゆっくり思いを巡らし、返信を心待ちにする情緒ある繋が
り方が自分には合っていると思い入村しました。年齢性別関係なく
繋がれればと思います。よろしくお願いいたします。

女性
30代

のぞみさん
彩の国通り 488番地

2021年11月30日まで

料理、食べ歩き、漫画、読書、動物グッズ集め、写真、キャ
ラクター（ポケモン、ミッフィー）
日常や趣味のこと、お互いのオススメのことなど、ゆっくりとした
ペースでお話出来る方がいれば素敵だなぁと思い入村しました。手
紙を書くことが難しい時には、お返事がなくても大丈夫です。 同性
のパートナーと暮らしています。簡単なレシピや美味しいごはんの
お話大歓迎。年齢や地域を問わず、色々な方と交流が出来たら嬉
しいです。
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女性
20代

2021年5月31日

らっこさん
相模ハマっ子通り 536番地

2021年8月31日まで

女性
40代

みのるさん
しゃちほこ通り 381番地

2021年8月31日まで

美術館巡り/旅行/散歩/サイクリング、映画(洋画)/読書/イン
ク/かぎ針編み、紅茶/日本酒

文房具、ミシン、日々の暮らし、自転車、走ること、
泳ぐこと、食べること

最近、文通がストーリーの鍵になっている映画を観て、私も手紙を
通して人と触れ合ってみたい！と思い立ち、入村を決めました。や
り取りを通じて、趣味が増える広がるのを今から楽しみにしていま
す。ラッコが好き、（冬でも）アイスが好き、海までの散歩が好
き、ひとり飲みも好きです。クロスバイクを買ってからは、晴れた
休日にサイクリングも楽しんでいます。お気軽にお手紙ください。

はじめまして、みのるです。いろんな地域に住む方々と文通がし
たい…と思い、こちらにたどり着きました。日常の何気ないお話を、
お手紙でやり取り出来たらいいな…と思っています。好きなものは
紙とペン、布と糸、葉っぱとコーヒーと小鳥、お弁当とサンドイッ
チです。よろしくお願いします。

女性
50代

ゆずのきさん
相模ハマっ子通り 537番地

2021年8月31日まで

女性
40代

読書、旅行、散歩

そらそらさん
琵琶湖通り 66番地

2021年8月31日まで

はじめまして！。 文通ができるお友達を作りたいと思い登録しま
した。 趣味は、読書、アニメ映画、アニメ鑑賞。今ハマっている
映画は鬼滅の刃、シンエヴァです。ジャンルを問わず、色んな人と
やりとりしたいです！よろしくお願いします。

りゅなさん
彩の国通り 489番地

女性
40代

2021年8月31日まで

はじめまして。万年筆を買って文字を書くことの面白さに取り憑か
れました♡ 私は読書が大好きで、とにかく本屋図書館で大量の本
を仕入れては、休日に乱読してます。ただ好みが偏って飽きてし
まったりするので、色々なおすすめなど教えて貰いたいです！

蒼さん
ちょるる通り 62番地

2021年11月30日まで

趣味を探しているところです 好きなのは花、映
画、音楽、香水、猫、犬 など
バツイチシングルで気ままに暮らしています。 少しだけ合気道をし
ていましたが、膝を悪くしてしまい運動ができなくなりました。そ
のため今は趣味を探しているところです。 のんびり和やかなやり
とりができればと思っています。

くくりさん
お江戸通り 1072番地

2021年8月31日まで

ジブリ 映画 アニメ 漫画 音楽鑑賞 Instagram 文房具 キャン
プ 歴史に興味あり
はじめまして。 文通は初めてですが、子供の頃はよく祖母にお手
紙を書いてました。 郵便受けに手紙が届いていた時のあのワクワ
ク感。またワクワクしたい！と思い入村しました。 趣味など気が合
う方がいましたら、年齢性別問いません。どうぞよろしくお願いし
ます。

女性
40代

読書、サッカー観戦、散歩、カメラ、犬と遊ぶ、
ジャニーズ（関ジャニ∞他）

女性
50代

2021年11月30日まで

初めまして、ぽすねこと申します。41歳独身で、千葉県に住んで
います。県外の方と交流したくて入会しました。旅番組や秘境を訪
ねる番組を見てると、県外の方たちと知り合いたい！と思います
（ちなみに私の好きな都市は横浜です）。動物、カフェ、サンリ
オ、サン宝石も好きです。ポストカードやはがき手紙、一筆箋文
通もOKな方と。よろしくお願いします。

読書、アニメ映画鑑賞、アニメ鑑賞、カフェめぐり、国内・
海外旅行、競技カルタ、囲碁、漫画

女性
30代

ピーナッツ通り 463番地

洋楽、洋画、天体、執筆、花、100均、通信講座、
文房具・ポストカード収集、戦国史

散歩が趣味で、休みの日は大きな公園や森に行くことが
多いです。動物園も好きです。いまは、プランターに植
えたトマトが実るのを楽しみにしています。

女性
20代

ぽすねこさん

まゆさん
どさんこ通り 329番地

2021年8月31日まで

社交ダンス、読書、コーヒーを飲みながら新聞を読
むこと、BEATLES
目まぐるしく変わる巷の話題や流行には、 もともとあまり興味があ
りません。 ネット上の世界よりも文通村が自分には合ってると思い
ました。 年齢を重ねるにつれ自分の世界に埋没しかねないので、
お手紙を通して、いろんなかたたちとの関わりを楽しみたいです！
よろしくお願いします。

女性
50代

カプリコーンさん
六甲通り 347番地

2021年8月31日まで

読書、ガーデニング、映画鑑賞
今回、たまたま文通村のサイトを見て小学生の時に文通していた
事を思い出して懐かしくなって、おためしコースに申し込みました。
あの頃は切手代が50円でしたが小学生の、お小遣いからは大変で
した。 最近は多肉食物に興味があってベランダで増やしています。
読書は、桐谷美雨さんの本を、よく読んでいます。 宮部みゆきさ
んの時代小説も好きです。
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女性
20代

2021年5月31日

涙沙（旧：瞳）さん
彩の国通り 490番地

2021年8月31日まで

女性
10代

如月 楓さん
六甲通り 348番地

2022年5月31日まで

音楽鑑賞、V系、尾崎豊、昭和レトロ、昭和歌謡、
ラジオ

映画鑑賞、小説、ジャズを聞くこと、アニメ、楽器
演奏

音楽を聴くことが大好きです！特にV系を良く聴きます。
長らく不安障害で通院しています。 学生時代から手紙交
換などが好きだった為、登録させていただきました！

はじめまして、大学生になったばかりの初心者です。同
じ趣味かにかかわらず、どんな事でも、いろんな方とお
話出来たらと思っております。よろしくお願いします。

女性
30代

あやこさん
火の国通り 58番地

2021年8月31日まで

女性
30代

音楽鑑賞、ゲーム

まりこさん
彩の国通り 491番地

2021年8月31日まで

女性
20代

まりさん
2021年11月30日まで

はじめまして。25歳社会人です。 コロナ禍で人となか
なか会うことが出来ない為、文通で皆さんとつながれた
らと思っています。

おせあんさん
どさんこ通り 330番地

相模ハマっ子通り 538番地

2021年11月30日まで

誰かに手紙を書きたい、待ちたい！趣味の話題、日々の他愛もな
い話とか、ミニカードやコラージュ、イラスト交換とかが出来たら
嬉しいと思っています。(お互いの無理のない範囲で！) 多趣味な
ので、幅広く色んな方とお話ししたいです。 好き→UVERworld、
嵐、NEWS、KAT-TUN、有川浩、ティムバートン、ディズニー、ジ
ブリ よろしくお願いします。

女性
20代

2021年8月31日まで

漫画、読書、ゲーム、絵をかく、ねこ
紙と文字での交流を求めています。 なにか得られるもの
があればと期待しています。

ヒロさん
お江戸通り 1073番地

2021年11月30日まで

読書、映画鑑賞、演劇鑑賞、旅行、カフェ巡り、
ゲーム

読書、外国語を勉強すること、映画鑑賞、美味しいものを食
べること、お絵かき、ぬりえ、お笑い

男性
20代

もえこさん
読書 映画鑑賞 紙モノ、文房具、ハンドメイド、
アニメ

はじめまして。マイブームはカラーペン！パステルカラー
やラメ、マーブル、フチドリなどのかわいい色味のペン
を集めています。 心に浮かんだ事をつらつらとノートに
かいています。

しゃちほこ通り 382番地

2021年8月31日まで

はじめまして。手紙で心温まるやりとりをしてみたいと思い入村し
ました。楽しいことが好きで、Suicaのペンギンやかえるのピクル
ス、カードキャプターさくら、ハンドメイド etc. 好きなものはたく
さんあります。まったりと楽しく、好きなものや趣味、日常のこと
などお話できたらいいなと思います。気の合う文友さんができたら
嬉しいです。よろしくお願いします。

ランチ巡り

女性
20代

きびだんご通り 103番地

料理、お菓子、ドラマ・映画・音楽・アート鑑賞、あんスタ、
お花、カフェ、旅行 etc.

38歳です。シングルマザーで子ども一人います。 子どもが寝た後
に、ゲームをするか音楽を聴いてます。寝た時の子どもを起こさ
ないためと良い音質で音楽を聴きたいという理由で、ちょっと高め
のヘッドホンを買って愛用しています。 どうぞよろしくお願いいた
します。

女性
40代

桜さん

はじめまして。普段は会社員をしています。趣味のこと
や日常のことなど、楽しくやりとりできたら嬉しいです。
本は純文学からライトノベルまでなんでも読んでいます。
よろしくお願いします。

女性
30代

花房さん
相模ハマっ子通り 539番地

2021年8月31日まで

ゲーム、読書、香水集め、神社仏閣巡り、太正浪漫系統の
小物集め、スチームパンク系統の小物集め
手紙を書くことが好きで、この度登録しました。 普段は幅広く
色々なゲームをしています。インドアの趣味が多いため、アウトド
アの話題は聞かせていただくばかりになるかと思いますが、お互
いの趣味について語り合うのも、日常のちょっとした事を話し合う
のも好きです。 穏やかに思いやりを持ってやり取りさせて頂けれ
ばと思います。 よろしくお願いします。
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第275号
女性
40代

2021年5月31日

りりーさん
古都みやび通り 187番地

2021年8月31日まで

男性
20代

旅行、映画鑑賞、音楽鑑賞、語学学習、食べ歩き
私は旅行が好きで、素敵な風景やその地域の食べ物に
出会うために出かけます。 週に1度、語学学校に通って
勉強もしています。いろんな方と文通で出会いたいと思っ
ていますのでよろしくお願いします。

女性
30代

みれいさん
お江戸通り 1074番地
文通 紙もの・シール・マステ集め
外ドラマ アニメ 散歩

2021年11月30日まで

映画鑑賞

女性
50代

おむすびさん
かすていら通り 61番地

2021年8月31日まで

女性
20代

ゆずさん
ねぷた通り 59番地

2021年11月30日まで

女性
20代

女性
40代

かずさん
相模ハマっ子通り 541番地

2021年8月31日まで

旅行、御朱印集め、100均、カフェ、
はじめまして。 私は、サンリオ、ディズニーやかわいいもの、レタ
セ、マステなど好きです。 介護のお仕事してます。 ロングレター
になってしまうので同じような方だと嬉しいです。 日常の事など
色々なお話しができる女性の方とやりとりしたいと思っています。
良かったらよろしくお願いします。

園芸

読書

歌謡曲

百瀬 しのめさん
彩の国通り 492番地

2021年8月31日まで

旅行、漫画、アニメ、イラスト、お絵描き、ゲーム(第五人
格･刀剣乱舞･ツイステ)、映画、猫
昔文通をしており、あの感覚が恋しくなり文通村に入村致しました。
旅行･漫画･アニメ、またイラストを描く事がとても好きなので同じ
趣味の方がいればイラスト交換等もしてみたいです(*´˘`*) 日常、
旅行、趣味、些細な事等なんでも構いません。なんでも教えてく
ださい。年齢性別問わず、出逢えたご縁を大切にできる方と、お
手紙通してのんびりお話がしてみたいです。

女性
50代

ヨリLove さん
どさんこ通り 331番地

2021年8月31日まで

世界地図を眺める事、歴史の勉強、花屋さんでの
花選び
決して達筆ではありませんが想いが伝わるよう丁寧に書
く心づもりでいます。レターセットや記念切手を有効活
用できる事が楽しみです。

女性
20代

ヨガ、バイク、資格取得、スノーボード、旅行、フェ
ス巡り、ライブ、時々ダンス
誰かとつながる楽しみを分かち合いたいです。 よろしく
お願いします。 返事遅めでも良ければ。

編物

2021年8月31日まで

はじめまして。23歳会社員です。手芸全般、特に洋裁が好きです。
植物も好きで最近は蓮の栽培に凝っています。日常の小さなこと
や趣味のお話など色々なお話を聞いてみたいです。旅の体験談な
どにも興味があります。悪筆ですが、心を込めてお返事します。
皆様よろしくお願いします。

山歩き、釣り、バドミントン、旅行、読書、映画
食べ歩き
文通を通して色々な方と交流し、新しい世界に触れられ
たらいいなと思っています。 最近ピアノを習い始めまし
た。 年代問いません。楽しくのんびりお話できる方、よ
ろしくお願いします。

日向の国通り 41番地
裁縫

海

はじめまして。私には小学生の息子がいます。子供の頃から紙も
のが好きで手紙を書くのも好きです、そしてポストに入ってた時の
喜びといったら。。年齢・性別関係なく色んな事を楽しく文通した
いです。ポストカード・一筆箋なども大歓迎です!!よろしくお願いし
ます。

よしかずさん

夏風（旧：みかん）さん
相模ハマっ子通り 540番地

2021年8月31日まで

映画鑑賞、読書
可愛い便箋を見つけるとついつい買ってしまうので、せっかくだか
ら使いたいなと思い登録しました( ˊᵕˋ*) 読書が好きで、本屋さんに
入って表紙や題名でひかれたものを買っています！ 映画もオール
ジャンル好きなので、オススメがあれば教えてください！

女性
50代

たれさん
きびだんご通り 104番地

2021年11月30日まで

犬、パンダ、編物、読書、文房具、ガーデニング、電車や
バスでのふらり旅。あと、空港が好き。
独身。動物、特に犬とパンダが好きです。３月に愛犬を病気で亡
くし、今はパンダの写真や動画に癒されています。 平日は仕事で
へろへろですが、この１年で１０キロ太ったので、さすがにダイ
エットしなきゃ〜と思っています(ただし事実は思いとは裏腹）。断
捨離された丁寧な生活にもあこがれています。 レスリー・チャンの
永遠の大ファンです。
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第275号
女性
20代

2021年5月31日

崎さん
ちょるる通り 63番地

2021年11月30日まで

女性
50代

文房具、100均巡り、ドラマ鑑賞、ジャニーズ、ゲー
ム実況
インスタで文通村というのを知り興味を持ったので入村しました。
休みの日は録画したドラマやバラエティーを見たりしています。よ
く見ているゲーム実況者は、蘭たん、牛沢、塩、とみえちゃんです。
ジャニーズはキスマイ、A.B.C-Z、SnowManを応援しています。
色々な方とお話ししたいと思っているので、趣味以外の話でも気軽
に声をかけていただけたらと思います。

男性
60代

昭介さん
彩の国通り 495番地

2022年5月31日まで

パートで働く主婦。成人した子供が2人います。 マステやはんこを
使ってカードを作るのが好きなので、いつも手作りカードでお便り
します。時にはミニカードでほんの一筆だったり、お返事がのんび
りだったり…と気楽なやり取りができれば、と思います。英文手
紙OKです!(^^)!女性限定でお願いします。

女性
30代

そらさん
2021年11月30日まで

はじめまして。最近ガラスペンとインクを購入し、沼にハマりかけ
ています。せっかくなので、使う機会がないか考えていたところ、
お手紙を書いてみようと思い当たりました。便箋1枚でも、ペース
が遅くても、どなたからでも、お手紙いただけたらとても喜びます。
いいご縁がありますように。

みこさん
相模ハマっ子通り 543番地

女性
20代

2021年8月31日まで

初めまして！ずっとやってみたいなと思っていた文通をついに始め
ることにしました。Netflixでいろいろ見たり、カフェ巡りをしたり、
ジャニーズ（Sexy Zone）を応援しながら過ごしています！みなさ
んの日常や好きなことを通していろいろお話できたら嬉しいなと思っ
ています！よろしくお願いします。

みりゅきーさん
お江戸通り 1077番地

伊勢通り 94番地

2021年11月30日まで

2021年11月30日まで

コスメ、メイク、文房具収集、Youtube、通販、ネットサー
フィン、ゲーム、アニメ鑑賞
こんにちは、はじめまして！ メンタル持ちの28歳です。趣味はイ
ンドアなこと全般で、コスメに関する仕事をしています。同い年の
彼氏と同棲しているため、男性はごめんなさい。バラセ、レター
パッド、ロンレタなどなんでもＯＫです。ロンレタになったとき
は3枚目から別の便箋を使わせていただきます。ＮＧな話題も特に
ありません。 どうか良いご縁がありますように。

ハルさん
しゃちほこ通り 385番地

2021年8月31日まで

雑貨、旅行、ハンドメイドマーケットやマルシェ、家庭菜園、
花・植物、インテリア、漫画、アニメ
20代後半、医療関係の仕事をしています。 日々のちょっとした出
来事やときめいた事、文通だからこそ話せる相談など、色々なお
話をのんびりできたらいいなと思っています。趣味の合う方はもち
ろん、そうでなくてもいろんなことに興味を持つタイプなので、私
の経験にない知識をぜひ教えてください！ 年齢は問いません、素
敵なご縁があれば嬉しいです。

女性
20代

映画・ドラマ・アニメ鑑賞、読書、ダンス、カフェ
巡り、アート、ジャニーズ

女性
20代

レモネードさん

仕事の関係で三重に住んでいます。わたしは京都が好
きなので、食事屋さんやおすすめスポットなど情報交換
ができればと思います。年齢問わず色々な方と文通でき
ればと思います。よろしくお願いします。

マンガ、アニメ、ゲーム(キングダムハーツ )、スク
ラッチアート、天体観測、読書

女性
20代

2021年11月30日まで

カフェ巡り、京都旅行、歴史

埼玉に住む６０代です、子供2人が独立、経営管理の仕
事も退職し夫婦2人で生活しています。偶然出会った文
通村に注目、好奇心大です。幅広い世間の人たちと交
信を期待しています。

きびだんご通り 105番地

相模ハマっ子通り 542番地
カード作り、英語

文通、歌う、音楽、ネット、日記

女性
20代

みさとさん

ここさん
なにわ通り 501番地

2021年11月30日まで

音楽鑑賞、読者、
はじめまして。どうぞ宜しくお願い致します。

女性
20代

てぶくろさん
相模ハマっ子通り 544番地

2021年8月31日まで

編み物、お化粧、ネイル、猫、Vtuber、シナモロー
ル、カエル、レターセット集め
いろいろな方と交流したくて始めました！ 猫を6匹飼っている20歳
の女です♪ 双極性障害2型を患っていますが、最近薬が合っていて
安定しています！精神疾患持ちの方とも話したいです！ 編み物初
心者です♪他にはお化粧、ネイル、Twitter、アズールレーンなど
など……が好きです！
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第275号
女性
40代

2021年5月31日

しろまるさん
相模ハマっ子通り 546番地

2021年8月31日まで

女性
20代

漫画、小説、YouTube、JPOP、DIY、ゲーム、イ
ンテリア、猫
年齢性別問わず、色々な方と言葉を交わしながら、つな
がりを広げて行きたいと思い始めてみました。どうぞよ
ろしくお願いします♪

女性
30代

ぺんぺんさん
しゃちほこ通り 386番地

2021年8月31日まで

女性
20代

なｦさん
彩の国通り 497番地

2021年8月31日まで

女性
20代

花宮さん
相模ハマっ子通り 547番地

2021年8月31日まで

女性
20代

古都みやび通り 189番地

2021年11月30日まで

日常の些細なことやお互いの趣味などについてお話できたら嬉し
いです。本は色々なジャンルのものを読むのでおすすめなどあっ
たら教えていただきたいです！年代、性別は問いませんので、の
んびり文通したいと思っています。よろしくお願いいたします。

女性
30代

あきさん
杜の都通り 162番地

2021年11月30日まで

読書、バレエ、仕事、買い物、おしゃべり、音
楽(BUMP)、脱出ゲーム
はじめまして、あきと申します♪ 中学生の頃から文通が好きで、今
でもやりとりが続いています。色々な方とお話ししてみたいと思い、
登録しました。本を読んだり、(角田光代さん、ミステリなど、多
ジャンル読みます)美味しいパンを食べたりすることが好きです。
お手紙の中で、色々な話題を楽しめたら嬉しいです。一通一通、
心を込めてお手紙を書きたいです。よろしくお願いします！

女性
20代

まいさん
古都みやび通り 190番地

2021年11月30日まで

茶道、読書、着物、美味しいものを食べること

どこかの誰かの話を聞きたい どこかの誰かに話を聞いてほしい そ
う思って登録しました。 ちまちま刺繍をしたり、手帳を書いたり、
本を読んだり散歩をしたりします。 珈琲と1人の時間も好きです。
お手紙交換しませんか 想いを込めて、お返事書きます。

まーちゃんさん
なにわ通り 447番地

イオさん
読書、鉛筆画、ゲーム(PS4),YouTube(ゲーム実
況)

日記、読書、演劇、手芸

女性
50代

2021年8月31日まで

初めまして。20代後半、会社員のめいと申します。お手紙を読ん
で書く事が昔から好きで、長いこと文通をしています！趣味に書き
切れなかったのですが、野球観戦やネコも好きです。趣味が合う
方でもそうでない方も、いろいろなお話をのんびりと出来たらとて
も嬉しいです。宜しくお願いします。

文房具、コスメ収集 PCゲーム(VALORANT APEX Amongus
など)
初めまして、なｦと申します。 文房具が好きで良く便箋等購入する
のですが、出す相手が居ないので登録してみました。 最近はｲﾝｸ
沼に落ちつつありますがまだあまり詳しくないです。 字は綺麗で
は無いですが相手のことを考えながら手紙を書く時間、お返事待ち
のﾜｸﾜｸ感が好きです。 素敵なご縁がありますように。

彩の国通り 496番地

旅行、ドライブ、スノボー、ライブ(邦ロック)、御朱印集め、
映画、ドラマ、ネイル、コスメ

小説を書く（創作・二次創作）、文房具、TRPG、
甘いもの、旅行
小説を書いてイベントに出るのが趣味でしたが、コロナ禍ですっか
り暇になってしまい……。同人誌即売会やフリーマーケットのよう
に、ふとしたきっかけで言葉を交わすことができたらとても嬉しい
です。最近はTRPGのオンラインセッションにハマっています。字
には自信がありませんが、丁寧に綴っていけたらと思います。よろ
しくお願いします。

めいさん

2021年11月30日まで

国内旅行、日帰り散策、読書、テレビ・映画鑑賞、
のんびりした時間を過ごす事
おうち時間が増え、何か新しい事をはじめたいと思い「文通村」に
入村しました。文通は中学生の頃あこがれていて（笑）50代になっ
た今、のんびり気長にお手紙のやりとりができればうれしいです。
趣味の話や、日常の何気ない出来事など、新しい発見や楽しみが
見つかるかもとワクワクしています。よろしくお願いいたします。

こんにちは、まいです。今は大学生で歴史とか日本文学の勉強を
しています。 趣味が似ている方はもちろんのこと、もし趣味が全
然違う方でもお互いに知らない世界が見えて面白いと思うので、
是非文通してみたいです。 よろしくお願いします。

女性
40代

さかきさん
相模ハマっ子通り 442番地

2021年11月30日まで

読書、ゲーム、映画鑑賞、アニメ、ドラマ
はじめまして、さかきと申します。趣味はアニメ、ドラマ、映画鑑
賞や、読書をすることです。ゲームは、FGOのみですが、やって
います。声優さんも大好き。お手紙を通して、趣味や日常のこと
など、いろいろお話が出来たら嬉しいです。よろしくお願い致しま
す。
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第275号
女性
20代

2021年5月31日

アイリスさん
彩の国通り 433番地

2022年5月31日まで

ｹﾞｰﾑ、ﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑ、音楽を聴くこと、美味しいものを食べる
こと、YouTubeを見ること、読書（ﾏﾝｶﾞも小説も）、ぬいぐ
るみ集め
私は女性で、同性に惹かれます。数年前にﾊﾟﾆｯｸ障害を発症したの
を機に、外出がしづらい体になってしまいました。『今の私でも、
誰かとの繋がりを持てる方法はないだろうか？』と考えた結
果、“文通”に辿り着きました。初めてのことで、不慣れな点もあ
りますが、今までの自分にはなかった沢山の方の見識に触れなが
ら、少しずつ交流を深めていけたら幸いです。よろしくお願い致し
ます。

女性
30代

たねさん
ピーナッツ通り 216番地

2021年11月30日まで

映画、ドラマ、雑誌、漫画、読書、ショッピング、
プリクラ、写真、スノボなど
はじめまして。仕事と活動と忙しい日々ですが、いろいろ楽しくお
話できたらいいなと思ってます。好きな芸能人、モデル、作者、
ショップなどたくさんあります。子育てされてる方、柴犬と暮らし
てる方などお話聞かせてくだされば嬉しいです。よろしくお願いし
ます。

