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第276号

2021年6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
40代

はなさん
彩の国通り 55番地

2021年12月15日まで

女性
30代

女性
30代

ゆあらさん
さくらんぼ通り 36番地

2021年12月15日まで

かすていら通り 28番地

2021年9月15日まで

映画鑑賞、ゲーム、文章を書くこと

マステ、旅行、プライム、猫、古切手収集、スマホでマン
ガ、おしゃれ、買い物、簡単な料理、節約
自粛も長くなりすっかり慣れましたが、いろいろな人とお話しした
くて入りました。人のお話を聞くのが大好きです♪でもマウントは
興味なしです。心温まる交流をしたいです字は下手ですが、ご興
味おありでしたらお気軽に自己紹介付きで女性限定でお気軽にお
手紙ください。趣味が一個でも重なる方がお話ししやすいかもし
れませんがいろいろな方と話したいです。

おせろさん

社会人です。映画鑑賞が1番の趣味で、主に洋画が好きです。旧
作から新作まで気になった映画を見ます。あまり詳しくありません
が海外俳優さんの話と好きです。アニメやゲームも少しだけ。現
在放送大学で勉強中、英語を勉強したいです。誰かの好きなもの
や推しさんの話を聞くのが楽しくて仕方ありません。お手紙お待ち
してます。

女性
50代

愛璃さん
信濃通り 70番地

2021年9月15日まで

レタセ、マステ集め、文具、カフェやパン屋巡り、
温泉、雑貨屋、ハンドメイド

文通、食べ歩き、温泉、100均めぐり、丘みどり、バスの旅、
YouTube、インターネット

2歳児（男の子）のママしています。育児の話や日常の何気ない
話、趣味の話などなど楽しく文通を通してお話したいです。育児の
合間の息抜きにレタセを選んだり手紙を書いたりゆったりとした時
間を楽しめたらいいなと思っています。よろしくお願いします。更
新するのを忘れて5月分もお手紙返ってしまったかもしれません！
すみません(´-﹏-`；)

こんにちは。老若男女問わず、お住まい問わず、お便りください。
インドア生活です。ご縁のあった方には、このご縁を大切にして、
楽しい文通をしましょう。趣味の合わない方でも日常のことなどお
話できたらと思います。ポストにお手紙が、入っているととても嬉
しいです。月2回のお手紙を楽しみにしています。

女性
20代

いちかさん
上州三山通り 72番地

2021年9月15日まで

女性
20代

竹久夢二・レトロ・中森明菜・コペン ・鬼太郎・読書・資格取
得・カフェ巡り・スキンケア

群馬在住のOLです。 昔から古い文化や物や音楽が好き
で、文通村を初めて見ました。どんな話題でも喜んで聞
きます♪ご縁を大事にしたいです。よろしくお願いします。

女性
20代

karenさん
古都みやび通り 159番地

2021年9月15日まで

文通 あつ森 ハンドメイド 可愛いもの
自然豊かな海の街で一児の母をしています karenと申します૮ . ̫ .
ა 紙モノ収集やアニメドラマ鑑賞が好きです 特にハイキューが大
好きです♡ 色んな方と日常や子育て、恋愛、趣味の事 何でもお
話出来れば嬉しいです、 素敵なご縁がありますように

まけさん
古都みやび通り 150番地

2021年9月15日まで

手芸、YouTube、旅行、ボドゲ、文通、音楽、ポスクロ、
競技かるた、カフェ巡り、料理
就活のために一度退会したのですが、就活が終わったので、また
文通がしたいと思い再入会しました。前にやり取りをしていて、何
も言わずに終わってしまった方、本当にごめんなさい。またやり取
りをしてくださると嬉しいです。以前やり取りをしていない方でも、
老若男女問わず、いろんな人と文通がしたいです！お返事はマイ
ペースになるかもしれませんが、是非よろしくお願いします。

女性
40代

ふうかさん
もみじ饅頭通り 38番地

2021年9月15日まで

プロ野球 キャラ好き 地元めぐり 手芸 服
スピリチュアル

歌う 書く

以前文通していて 手紙の温もりに触れたくてまた登録しました！
…………………………………………… ・子供の影響で野球の応
援してます。楽天パンダから始まり野球マスコットに癒されてます。
・地元の食べ歩きも好きや 編み物や手芸もボチボチやってます。
サッパリ系かつマイペースな私ですがよかったら文友になってくだ
さいね！
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女性
30代

2021年6月15日

こんこんさん
しゃちほこ通り 383番地

2021年12月15日まで

女性
40代

京都巡り、おいしいもの探し、料理、御朱印、シール集め、
シルバニア、すみっこ、海外文通
初めての文通は小学生の時、現在は10年程、続いている文通友達
が1人います。現在、働きながら、3歳の子どもを子育て中（あと、
隙間時間で資格の勉強中）生活環境等は違っても、お手紙を通じ
て、細やかな日々の出来事や趣味のお話ができると嬉しいです。
どちらかといえば、お手紙を通して、じっくりお話ができる関係性
や、末長いお付き合いに憧れています。

女性
30代

美紀さん
彩の国通り 493番地

2021年9月15日まで

女性
50代

みりんさん
さるぼぼ通り 91番地

2021年9月15日まで

書店、文房具店、雑貨屋巡り 旅行 日帰り温泉
（笑）人と話すこと（笑）食べること

男性
60代

権兵衛さん
めんこい通り 76番地

2021年9月15日まで

女性
40代

越後通り 113番地

2021年9月15日まで

初めまして！文通は小学生の頃にしていました。だんだんとSNSが
普及して、手紙のやり取りが少なくなりましたが、私はやっぱり手
紙が好きです♪♪手紙を通して全国の方と色んなお話をしたいです。
宜しくお願いします！

女性
40代

amoさん
お江戸通り 1078番地

2021年9月15日まで

散歩、旅行、喫茶店、読書、博物館、絵、写真、ネコ、紅
茶、カレーライス、映画、山歩き

はじめまして。 都内に住む会社員です。 仕事は印刷物
作成や事務などをしています。 昔やっていた手書きのや
りとりをもう一度してみたくて、入会しました。 よろしく
お願い致します。

女性
30代

みひろさん
伊勢通り 95番地

2021年9月15日まで

文房具（ペン、万年筆、インクなど）、観葉植
物、YouTube、読書（小説、自己啓発）

自然と動物と時代小説が好きです。 年代の近い方よろし
くお願いいたします。

ふくらはぎさん
さるぼぼ通り 92番地

ぺんぺんさん
海外ドラマ、読書、音楽鑑賞、紙モノ集め、文房
具集めなど

読書、ドライブ

男性
20代

2021年9月15日まで

こんにちは。昔から手紙を書くことが大好きです。 幅広
い年齢のかたとの交流ができたらいいなぁと思っていま
す。 お返事には時間がかかるかもしれませんが、どう
ぞよろしくお願いいたします。

怖い話

はじめまして。大好きな出かけることを自粛しながらの生活の中で
せめて何方かとお話がしたい‥ そんな気持ちが募り登録させて頂
きました。楽しいこと 面白いもの、自分にとっての「快よいもの」
をいつも探している気がします。子どもの頃お引越しが多い私にとっ
てポストに届くお便りはただただ嬉しいものでした。ゆったりとお
話ができると嬉しいです。素敵なご縁がありますように。

どんたく通り 255番地

音楽、楽器、自然、温泉、グルメ、旅、鉄道、歴史、笑点、
読書、天体、雅楽、神社仏閣お城、心理学、ジブリ

youTube 簡単なイラストを描くこと 甘いものを食べること 1
人カラオケ ぬりえ 猫

はじめまして！文通初心者です。人見知りのため文通を
通して色んな話しが出来たらいいなと思います。 のんび
り自分のペースでOKの方、よろしくお願いします。

ゆらんらん（旧ゆりっくまさん

2021年9月15日まで

温泉、格闘技、読書、自転車、そろばん、ピアノ
はじめまして！文通初心者です。SNSは苦手ですが、文字を書く
のは好きなので始めてみました！いろんな年代の方々と知り合い
になれたら嬉しいです。ちなみにピアノもそろばんも始めたばかり
で、ほとんどできません笑。いろいろと初心者ですが、よろしくお
願いします。

人との繋がり&手書きの楽しさの両方を感じられるものがないかなぁ
と思ってたところにこちらのサイトを見つけて即入会しました！文
房具が大好きです！あと最近、盆栽を購入して毎日お世話してい
ますが、分からないことだらけですので、教えていただける方いらっ
しゃいましたらお願いします。

女性
20代

✿neco✿さん
ちゅら海通り 67番地

2021年9月15日まで

読書、YouTube、猫、メルカリ
はじめまして。南の県に住んでいる、20代後半の女性です。一人
暮らしで猫1匹、仕事はOLで、プチお小遣い稼ぎのため、メルカ
リ販売をしています。休みの日には本を読んだり、YouTubeを見
たり、家事仕事をして過ごしています。とあるクリスチャンですが、
勧誘はしませんので、いろんな方と気軽に文通ができたら嬉しい
です！
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男性
20代

2021年6月15日

メイさん
桜島通り 69番地

2021年9月15日まで

女性
40代

散歩、ラジオ、野球観戦、サイクリング、スイーツ・
グルメ
20代の学生です。お家では野球を観たり、休日は自転車でお出か
けしたりしています。お手紙を通じてゆったり温かな時間を過ごせ
たら素敵だなと思い入会しました。共通の趣味、自分の知らない
世界のこと、日常のちょっとした出来事などについて、年齢・性別
問わず様々な方とお話しできたら嬉しいです。文通自体初めてな
ので不安だらけですが、どうぞよろしくお願いいたします。

女性
20代

ソメイヨシノさん
六甲通り 349番地

2021年9月15日まで

女性
10代

楓さん
六甲通り 350番地

2021年9月15日まで

女性
20代

うさこさん
お江戸通り 1080番地

2021年9月15日まで

女性
20代

女性
30代

あゆぷーさん
とちおとめ通り 119番地
紙もの

松浦弥太郎

ドビュッシー

2021年9月15日まで

育児情報収集

はじめまして。わたしはささやかな毎日、わたしだけの毎日を大
切に歩んでいます。愉しいことも辛いことも欠け替えの無い宝物と
想っています。座右の銘は、ゆるく、です。幅広い年代の方と
様々なお話がしたいです。現在妊娠7ヶ月です。女性の方限定で
お願い致します。

かずこさん
なにわ通り 503番地

2021年12月15日まで

読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、カメラ、手芸
コロナ禍で他人と関われる機会が減ってしまったので、色んなお話
が出来る友人が欲しいと思って入会しました。 趣味は映画鑑賞、
読書ですが色んなお話を聞いて自分の世界を広げられたらと思い
ます。 よろしくお願いします。

女性
30代

しろさん
お江戸通り 1079番地

2021年12月15日まで

海外ドラマ鑑賞、文房具、手芸、ヨガ、漫画、読
書
はじめまして。 文房具が昔から好きです。最近は万年筆とガラス
ペン、インク、手帳に夢中です。 現在、1歳児の子育て中の主婦
です。 色々な方とのんびり楽しく 日常や趣味、文通だからこそ話
せるお話とかできたら嬉しいです。 よろしくお願いします。ご縁が
ありますように。

女性
20代

読書、料理、アニメ鑑賞、ひとりカラオケ、コス
メ収集、シール集め
ハロプロ沼でもがく20代後半のOLです。事務職なので、常に腰痛
と戦っています。活字が好きで、雑誌・漫画・小説と何でも読みま
す。色々な方とお手紙を通じてお話できたら嬉しいです。素敵な
ご縁がありますように☆

2021年12月15日まで

はじめまして。 カミツレダリアと申します。 自宅で食と身体に関
する仕事をしています。 昔からお手紙を書くのが好きで、ポストを
のぞくワクワクを感じたくて入会させていただきました。 楽しくい
ろいろなお話ができると嬉しいです。 宜しくお願いいたします。

アニメ、漫画、ゲーム、読書、音楽鑑賞、ドラマ、
絵、料理など
はじめまして。楓です！たくさんの方と文通がしたくて
登録させていただきました！ジャンルは問わず色々なこ
とをのんびりとお話し出来たらなと思っています！よろし
くお願い致します。

なにわ通り 502番地
読書、舞台観賞、文房具集め

ピアノ、書道、英語学習、映画・ドラマ鑑賞、散歩、
猫と戯れる、読書、占い、お笑い
抱っこが嫌いな超美形猫3匹飼ってます。25歳の夏に書道を習いは
じめて、いつか書道の先生になるのが夢です。好きなドラマ
はTHIS IS USです。好きな漫画はブラックジャックです。辛いこと
があった日は中川家のコントを見ます。 幼い頃からお手紙を書くの
が好きで、文通に興味を持ちました。何気ない日々の出来事を共
有できたら嬉しいです。

カミツレダリアさん

ひまりさん
相模ハマっ子通り 548番地

2021年9月15日まで

刀剣乱舞、BANANA FISH、アニメ、漫画、ゲーム、音楽、
旅行、手帳や日記、英語
はじめまして。ひまりと申します。 旅行、手芸、アニメ、ゲーム、
漫画、音楽が大好きです！ 特に、刀剣乱舞と最近はBANANA
FISHというコンテンツにハマっております。小説を書いたり、ぬい
ぐるみの洋服を作ったりして楽しんでいます。 いろんな方とやりと
りをしてみたいです。世代、性別問いません。 どうぞよろしくお願
いいたします。

女性
20代

ねむりさん
なにわ通り 505番地

2021年12月15日まで

ドラマ映画YouTube、食べる、宝塚、コスメ、ネ
イル、イラスト、雑貨屋巡り
20代後半既婚で主人とふたり暮らしです。以前少しだけお試し入
村していましたがまた新たな気持ちで始めました。レターセットや
シール集めが好きで色々なジャンルのレタセを使うのでそれでも
良いよ〜という方とぜひやりとりできたらと思います＾＾こちら側
もこだわりは特にないので気楽にのんびりと文通を楽しめたら嬉し
いです。よろしくお願いします◎
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女性
30代

2021年6月15日

富岡 美代子さん
お江戸通り 1081番地

2021年9月15日まで

女性
30代

日記デコ（日本語、時々、英語）、音楽を聴きながらぼーっ
とする、アニメ観たり漫画読んだり
【私について】持病と共に暮らす30代。持病の悪化に伴い、療養の
ため離職中。できる限り日々をたのしく過ごすことが目標。「富岡
美代子」はペンネーム。【好き・楽しい】アニメ・漫画、日々の日記
デコ、学び直しの英語日記【こんな方と仲良くしたい】年代問わず、
女性の方

女性
30代

cocoroさん
茶畑通り 201番地

2021年9月15日まで

女性
50代

みちゃさん
彩の国通り 498番地

2021年12月15日まで

女性
50代

まふまふさん
相模ハマっ子通り 549番地
漫画

アニメ

テレビ

2021年9月15日まで

女性
30代

どんたく通り 256番地

2021年9月15日まで

読書、スタバ、宇多田ヒカルが、人生における大好きなものトッ
プ3笑 森見登美彦さんの「恋文の技術」を読んで、自分も文通し
てみたいなぁと思い、登録いたしました。もちろん、上記以外の話
題、たわいもない雑談、なんでもお話ししたいです！いろんな
方々と交流ができますように。よろしくお願いします。

女性
20代

ゆうほさん
古都みやび通り 191番地

2021年9月15日まで

レターセット集め、映画鑑賞、旅行、カフェ、ヨガ、
サンリオ、ディズニー
はじめまして！ゆうほと申します(´∪︎`*) 幼い頃から文通をよくし
ておりました。レターセットの収集が趣味で書く事も大好きです♪
また、旅行をする事も好きなので全国各地の方々と文通を通して
繋がれたらと思います♪ できれば女性の方と仲良くなれたら嬉しい
です(*^^*)

女性
20代

ぴこさん
どさんこ通り 332番地

2021年9月15日まで

読書、音楽、お菓子作り、美味しいもの探し、散
歩、旅行、ピアノ、お酒

ふくさん
お江戸通り 1083番地

Rinさん
読書、スタバ、宇多田ヒカル、スキューバダイビング、料理、
映画、旅行、ダイエットなど。

YouTube

楽しいこと模索中！ 子育ても終わり、ちょっと時間もで
きたところで皆さんと文通で繋がれたらと思います。 ゆ
る〜く続けていけたら嬉しいです。 よろしくお願いしま
す。

女性
30代

2021年9月15日まで

紙の日記を書くようになり、手書きの良さを感じています。紙に触
れている時間・文字を書いている時間が好きなので、今回、相手
に向かって書くことが楽しめるようになれたら何より嬉しいなと思っ
ています。様々な年齢の方とお話ししてみたいです！よろしくお願
いいたします。

散歩 ハンドメイド 料理 映画鑑賞 ミニ菜園 多肉植
物 FMラジオを聴く
高２の娘がいる専業主婦です。３年程前に体調を崩してから文字
を書く機会が減ってしまい、久しぶりに文通がしたいと思い立ちま
した。さまざまな年代の方と、日々の小さな出来事をのんびりや
り取りできれば幸いです。手作り便箋やポストカードもOKです。
お便りお待ちしています。

お江戸通り 1082番地

読書、映画・ドラマ・お笑い番組鑑賞、カフェ巡り、パン屋
巡り、インコと遊ぶ、ネコ動画を見る

紙もの、文房具、コラージュ、風景印、読書、絵
本、カフェ、漢方、邦画、ハンドメイド
２児の母です。趣味の合う方と色々お話したいです。趣
味のお話はもちろん、親しくなったら、お互いの悩みの
話も話せたらと思います。既婚、未婚問いませんが、歳
の近い方とやりとりしたいです。

ゆるりさん

2021年12月15日まで

ドラマを観ること、手帳タイム、文房具集め
毎クール推しドラマを決めて観てます。だいたい好きな俳優、女
優が出てるからという理由で決まるんですが笑 最近パソコンの使
いすぎで漢字を忘れていることに気付きました。なので、なるべく
手書きを心がけていて、大好きなペンやマステ、シールなどでコ
ラージュしながら日記を書いたり手帳タイムを楽しんでます。 封筒
コラージュ好きな方と楽しく文通できると嬉しいです。

はじめまして✺⋆* 大学に通っています。コロナ禍で家に出ることも
減り、何か日常に変化が欲しくて、始めてみようかなと思い登録し
てみました！お手紙を書くことが好きですが、文才などはないので、
拙い文になってしまうと思いますが、気楽に楽しく文通が出来たら
と思います︎☺︎ よろしくお願いします！

女性
40代

もっちーさん
お江戸通り 1084番地

2021年12月15日まで

御朱印集め、旅行、読書
はじめまして、もっちーです。 小さい頃文通をしていて楽しかった
のを思い出し入会しました。旅行、御朱印集め、読書が好きです。
神社仏閣に行き、御朱印を集めています。 お勧めの神社やお寺が
ありましたら教えてください。 年齢問わず多くの人と文通できると
嬉しいです。
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第276号
女性
20代

2021年6月15日

チエさん
お江戸通り 1085番地

2021年9月15日まで

女性
50代

しまさん
どさんこ通り 333番地

2021年12月15日まで

漫画、読書、ラジオ(お笑い芸人)、ゲーム、ハロプロ、カラ
オケ、日記、ラーメン屋巡り

旅行、ウォーキング、断捨離、ペット、ゲーム、の
んびりすること

新しいことを始めたいなと思い、以前から気になっていた文通村に
登録しました。最近初めて万年筆を購入し、万年筆でお手紙を書
けるのが楽しみです。日常のことなどをのんびりとお話できたら嬉
しいです。どうぞよろしくお願いします。

はじめまして。 夫、息子、ネコと暮らしているパート主婦です。
お互いに無理のないペースで、穏やかで楽しいやり取りができた
らいいなと思います。 旅行が好きですが、今は行けないので、お
住まいの地域のお話なども聞かせてくださると嬉しいです。 ワクワ
クしながらお手紙を待っています。

女性
20代

えびぽんずさん
なにわ通り 506番地

2021年9月15日まで

女性
60代

女性
20代

かすみそうさん
しゃちほこ通り 387番地

2021年12月15日まで

女性
20代

ymさん
なにわ通り 507番地

2021年12月15日まで

女性
20代

女性
30代

かぼすさん
かぼす通り 49番地

2021年12月15日まで

映画鑑賞、お絵描き、陶芸、城、歴史、野球観戦、
ラジオ（爆笑問題、エレ片など）
首都圏から田舎に出戻り在宅ワークのためなかなか人と関わること
がなくなってしまいました。 手紙を通してみなさんの嬉しかったこ
とや悲しかったこと聞かせてください。遠くに住んでる方がどんな
生活をしているのかも気になります。年齢性別問わずお話を聞い
てみたいです。田舎自慢してください。笑 趣味が合う方もぜひよ
ろしくお願いします！

さなぴさん
しゃちほこ通り 388番地

2021年12月15日まで

韓国ドラマ、K-POP、読書、散歩、旅行、ハンコ
作り、ウッドバーニング(初心者)
はじめましてさなぴです！幼稚園の先生をしています。なんでも
スマホ1つでできてしまう今だからこそ文通で手書きのあたたかみ
を感じられたらいいなと思っています。今は知らない誰かとの新し
い出会いにワクワクしています◡̈ 韓国が特に好きなので韓国トー
クできたら嬉しいです！今はトランポリンかバク転どちらを習うか
悩んでいます…好奇心旺盛なので色々な方の話も聞きたいです！

女性
20代

コラージュ、紙モノ、読書、映画鑑賞、野良猫を愛
でること
最近コラージュにハマり、素材集めとコラージュに没頭する日々で
す。そんな中、文通もしてみたいと思い始めました。小説は東野
圭吾の作品が大好き。映画は洋画も邦画もわりとなんでも観ます。
初めての文通でとてもワクワクしています。ぜひふみ友になってほ
しいです(*´ー｀*)

2021年12月15日まで

はじめまして。私は、主人と猫1匹で暮らしています。仕事の合間
に読書や録画ドラマを見て楽しんでいます。文通は初心者ですが、
私のまだ知らない世界にも興味がありますので年齢性別関係なく
色々な方とお話しができれば嬉しいです。☺️楽しい事や困ってい
る事、どんな話しでも気軽にお話しができるといいですね。☺️宜
しくお願いします。

音楽、読書、旅行、紅茶、生物、英語
こんにちは。”かすみそう”と申します！ 文通は初心者ですが、
「お手紙が書きたい！」と思い入村しました。音楽が大好きで、特
にミュージカルが好きです。いろんな方と文通してみたいです。よ
ろしくお願いします。

紀州通り 33番地

読書、日記、手帳、ドラマ鑑賞、スタバ(読書や書
き物をする)、図書館、猫

お絵描き(アナログ・デジタル)、山登り、スキューバダイビ
ング、ラジオ、散歩、アニメ、漫画
文通をやっている人を見て、やってみたい！と思い文通村を見つけ
ました。 普段は関西でWEB系のお仕事をしています。 皆さんの今
日あったできごとや旅行の思い出話、私が全然知らない趣味や勉
強の話などをじっくり聞いてみたいです。 年齢性別は問いません。
まったり文通を楽しみたいです♪

カカオさん

キヌさん
なにわ通り 508番地

2021年12月15日まで

ミュージカル鑑賞、映画鑑賞、読書、音楽の耳コ
ピ再現、お菓子作り
こんにちは。メールやSNSではなく、手書きのやりとりに魅力を感
じ入村しました。のんびりと楽しく、年代・性別を問わない文通を
してみたいです。手紙を待つこと、見知らぬ方と文字を通してやり
とりをすること双方にわくわくしています。趣味のことや感じたこと、
日々のちょっとしたこと、なんでもお話ししたいです♪よろしくお願
いします。

女性
40代

いずみさん
紀州通り 34番地
読書 犬の散歩 空を眺めること
お金をかけずに自分磨き

2021年9月15日まで

神社にお参り

はじめまして。子育てが落ち着きつつある40代の主婦です。今は
半日パートに出て半日農業のお手伝いをしています。忙しい毎日
の中ホッとできるひとときがあればいいなと思い登録させていただ
きました。短文・長文どちらでも大丈夫です。のんびりマイペース
にお互いの近況を報告し合ったり、あたたかな気持ちのやりとりが
できればいいなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
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第276号
女性
50代

2021年6月15日

みやこわすれさん
ピーナッツ通り 464番地

2021年9月15日まで

女性
10代

はやせさん
ピーナッツ通り 465番地

2021年9月15日まで

旅行、日記、散歩、昼寝、読書、お笑い、和菓子
を食べること、椎名林檎

料理、お菓子作り、創作、メイク、カフェに1人で行くこと、
漫画を見ること、ウクレレを弾くこと

はじめまして数年前に当地に引っ越してきて仕事はしていますが田
舎に住んでいた時と違い人との繋がりが難しく文通という形で友達
ができるのか？と始めてみました。普段はウォーキングイベントに
参加したり（途中離脱も多々有り笑）一人時間を過ごしておりま
す。初心者なので人見知りならぬ書き見知りしそうですがよろしく
お願いします。

はじめまして。便箋が好きなのですが、出す人もおらず溜まる一
方なので文通を始めようと思い至りました。 日常の嬉しかったこ
と、趣味のことなど話せればいいなと思っています。 趣味が異な
る方、世代が違う方ともお話しできればと思います。 よろしくお
願いします。

女性
30代

しおりさん
平城京通り 76番地

2021年9月15日まで

女性
20代

海外ドラマ、あつ森、レタセ、マステ集め
小中学生の子供がいます。 一昔前のKPOPのガールズ
グループが好きです

女性
20代

おむすぴさん
お江戸通り 1087番地

2021年9月15日まで

女性
20代

おもちちゃんさん
お江戸通り 1089番地

2021年12月15日まで

女性
10代

ふおーるさん
なにわ通り 509番地

2021年9月15日まで

読書、音楽を聴くこと、封蝋
最近は封蝋にハマっています。 苦手なものはそんなに
ないので、おすすめのもの等あればぜひ教えてください。

2021年9月15日まで

初めまして。 中国出身で四年前に来日。 大学院で政治学をやって
います。 高校時代の友人との文通を思い出して懐かしくて、 そし
て日常の出来事や読んだ本の感想などを人と手紙で語りたくて、
文通村に入会しました！ よろしくお願いいたします！

女性
40代

瀬奈さん
お江戸通り 1088番地

2021年12月15日まで

読書、映画鑑賞（ホラーは苦手です）、鉱物収集、文章を
書くこと、園芸・植物、miffyが好き
知らない人とする文通は初めてです。自粛の日々の中、直接会え
ない状況や距離にいる色々な人と、手紙を通じて知り合ってお話し
したくなり、入村しました。趣味に園芸をあげましたが、興味があ
るものの自分では何もしていなくて、読む・聞く専門です。

女性
20代

ディズニー、写真撮影、文房具、食べる事、KPOP
ディズニーが好きで、一時期は年パスでパークに通っていました。
写真撮影もコロナ前は楽しんでいました。おうち時間が増えた今
は文房具でデコや書写を楽しんでます。文通も最近始めたばかり
ですが、手紙ならではの感動を楽しんでいます。趣味以外にも、
日常の些細なことを穏やかにお話しできると嬉しいです！

お江戸通り 1086番地

読書、美術館＆博物館、映画、椎名林檎、スピッ
ツなど

ハンドメイド、アニメ鑑賞、歌を歌うこと
初めまして！おむすぴと申します！ 文通というアナログ
なコンテンツにとても魅力を感じ、入村してみました。
楽しくお話したいと思っています！どうぞよろしくお願い
します☺︎

くまさん

あまねさん
ピーナッツ通り 466番地

2021年9月15日まで

香水、お花、ガジェット、派手髪、ピアス、詩歌、
国語、便せん、切手、文房具
数年前はかなり精神を病んでいましたが、だんだんと回復し、な
んとか高校教員をやっています。色々な方と気軽にやりとりしたい
ので入村します。あまり格式張ったタイプではありません。わたし
と同じく何かの収集癖がある方はぜひその魅力を教えてください。

男性
50代

むつをさん
ピーナッツ通り 467番地
読書 CD DVD観賞
ピザづくり

ウォーキング

2021年9月15日まで

パンづくり

初めまして。僕の生活を知ってもらいたいです。

8

第276号
女性
40代

2021年6月15日

シリウスさん
お江戸通り 1090番地

2021年12月15日まで

女性
50代

写真、読書、音楽鑑賞、散歩、ハイキング、水族館・美術
館巡り、空を眺めること、野草・野鳥
はじめまして。 季節の移ろいや日々感じること、趣味のことなど、
たくさんの方とほんわかな交流ができたら嬉しいです。 夫婦二人
でベランダガーデニングを楽しんでいます。 写真を撮りにブラブ
ラ散歩、水族館・カフェなどでひとり時間も大事にしています。 ま
ずはオススメ本の話などから始めませんか？短文でもかまいませ
ん。 よろしくお願い致します。

女性
20代

こはくゆきさん
さくらんぼ通り 52番地

2021年9月15日まで

女性
40代

青りんごさん
どんたく通り 257番地

2021年12月15日まで

女性
30代

はるきさん
お江戸通り 1092番地

2021年9月15日まで

女性
20代

女性
40代

ゆにこさん
お江戸通り 1093番地

2021年9月15日まで

音楽、海、水族館、お散歩、オラクルカード、か
わいいもの、ごろごろ
まったり気ままにのんびりが好きです(*^^*) 学生の頃文通していた
のをふと思いだし、またしてみたくなりました♪ 年齢性別問わずい
ろんな方とお手紙やり取りできたら嬉しいです(*^^*) よろしくお願
いいたしますm(_ _)m

まぐさん
杜の都通り 163番地

2021年9月15日まで

キャンプ、音楽観賞（チル系）、読書、本屋巡り、
YouTube、お笑い
初めまして、まぐと言います。「水曜日郵便局」の企画で手紙を出
して以来文通にずっと興味を持っていて、ちょっと緊張しながらも入
村を決めました！趣味の話はもちろん、今日あったこと・思ったこ
との話が出来たら嬉しいです。まずは、あなたが文通を始めたきっ
かけを教えてくれませんか☺？

女性
20代

希さん
お江戸通り 1091番地

2021年9月15日まで

美味しいものを食べる、映画や美術展をみる、歌や楽器の
演奏、ランニングすることです！
田舎育ちですが大学から実家を離れ、都市部で会社員をしていま
す。帰省もままならず一人で過ごすうちに、気持ちが塞ぎがちに
なってしまっていることに気づき、思いきり好きなことについてお
話できる場を持ちたいと思いました！お返事を書くのを楽しみにし
ています。どうぞよろしくお願いします！！

女性
10代

旅行、かき氷店巡り、カラオケ、音楽鑑賞
はじめまして。文通初心者なので先に手紙を送ってくれたら、嬉し
いです。モットーは明るく元気に人生を送ること！(^_^)v毎日を大
切にしたい(^-^)毎日夢と希望を持って過ごしてます☆色々なお話
ができたらいいなぁって思ってます。ちなみに当方未婚、社会人で
す。よろしくお願いします。

2021年12月15日まで

はじめまして！在宅で図面を書く仕事をしています。娘と息子が大
人になりつつある今日このごろ。大好きだった文通を久しぶりにま
た始めてみよう！と思い立ちました。幅広い年代のみなさんと い
ろいろなお話を楽しみたいなあと思ってます。どうぞよろしくお願
いします♪

ガーデニング、ソーイング、読書、旅行、カフェ巡
り、文房具
子育てが一段落し、小さな庭で、バラや紫陽花、いろ
んな植物を楽しんでいます。夫、学生3人の子、愛犬ト
イプードルと暮らしています。のんびり、ゆったり
日々の事を楽しく女性限定でお話できたらと思います。

相模ハマっ子通り 550番地

写真・読書・美術館・公園・散歩・空を眺める・アクセサリー
作り・ネイル・雑貨・多肉植物・鉱物

読書、紅茶、カフェ巡り、旅行、TRPG、刀剣乱舞、
言葉を綴ること
言葉を綴るのが好きです。綴られた想いを読むのが好きです。素
朴なもの、美しいもの、歪んだもの、真っ直ぐなもの。 手紙は、
そんな好きに巡り会える。 そう思って今回、思い切って登録して
みました。 あまり上手な字ではありませんが、丁寧に綴りたいと
思っています。 短くても、長くても。ぜひ色んなことをお話して欲
しいです。よろしくおねがいします。

ゆきゆきさん

うきくらげさん
どんたく通り 258番地

2021年9月15日まで

読書、楽器演奏、描画、文房具集め、音楽鑑賞、
ラジオ
誰か知らない人とのゆったりとした繋がりが欲しくて、始めてみま
した。本と音楽と絵が好きです。小説をよく読みます。楽器はピア
ノと、チューバと、少しエレキベースを弾きます。聴く方はクラシッ
クからテクノまで守備範囲は広めです。絵を描くことが好きなので
画材として文房具を集めています。

女性
30代

しゅなさん
めんこい通り 78番地

2021年12月15日まで

音楽（邦楽ロック）、マスキングテープ・シール・
ポストカード収集、漫画、御朱印
はじめまして。何か始めてみたい！との思いから入村させて頂き
ました。文通自体初めてなのでドキドキしておりますが、皆さんと
のやり取りを通していろんな世界を知り、お互いに心豊かな時間
を過ごせたら…と思っております。日常の事や趣味の事など、は
がきや一筆箋での気軽なお手紙でも嬉しいです！どうぞ宜しくお
願い致します。
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第276号
女性
40代

2021年6月15日

毒苺さん
なにわ通り 510番地
読書

ホラー映画

2021年9月15日まで

100均

日々平穏な生活を文通を通じて、他者の生活幸せだと思う瞬間な
ど知りたいです。 私は今 変化が欲しいです。教えてください。
私は無趣味に近いので。よろしくお願いします。配偶者ありです。
スローペースな感じでお願いします。

