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第277号

2021年6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
30代

さやちんさん
六甲通り 65番地

2021年9月30日まで

女性
20代

文具全般(手帳/マステ/レタセ/etc)shopping/お出
かけ/100均/
初めまして。再入村です。中2と小1の男の子のママで
主婦です。この年になっても文具は大好きで収集癖あり
ます◟̽◞̽ ༘*好きなものが似てる方仲良くして下さい。
色々お話したいです！よろしくお願いします。

女性
30代

MIMIさん
ねぷた通り 17番地

2021年9月30日まで

男性
20代

すずむしさん
桜島通り 56番地
園芸

2021年9月30日まで

女性
50代

デイジーさん
お江戸通り 495番地

2021年9月30日まで

旅行、懸賞応募、
子育てが一段落したので、これからは、自分のやりたい事ができ
るので、とても楽しみです。 旅行が好きなので、還暦までに47都
道府県を制覇したいと思ってます。 文通友達もそれぞれの都道府
県に出来たらいいなぁ…

女性
20代

紗倉ゆき（旧：来海ゆうかさん
なにわ通り 376番地

2021年9月30日まで

読書、本屋巡り、散歩、スイーツ、マスキングテー
プ、YouTube、猫

涙沙（旧：瞳）さん
彩の国通り 490番地

2021年9月30日まで

猫と暮らしてます( ¨̮ )色んな方とたくさん話したいです！
趣味のお話や日常などなどゆったりまったり楽しく文通
出来る方よろしくお願いします◎

読書

転職して少し落ち着いたのでまた始めてみようと思いました！最近、
花を育てることにハマりました。日に日に成長する花を見るのが好
きです。 返事が遅れることがあるかもしれませんが、楽しく文通
出来たらなと思います。 よろしくお願いします。

女性
20代

なにわ通り 140番地

音楽、ゲーム、アニメ、漫画、猫を愛でること

読書、映画、音楽、カラオケ、写真、radiko、ア
ニメ、切り絵、塗り絵
初めまして☺︎MIMIと申します⭐︎ 宜しくお願いします‼︎ 日常の
話から趣味の話しと沢山の方と色々なお話が出来たらと思っていま
す♪なので気軽に声を掛けて下さい☺︎ 好きなアーティスト、AAA、
宇多田ヒカル、TRUE、あいみょん、斎藤工、綾瀬はるか、浪川大
輔、花澤香菜さんです！宜しくお願いします！

ななきさん

2021年9月30日まで

音楽鑑賞、V系、尾崎豊、昭和レトロ、昭和歌謡、
ラジオ
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！ 一度退会したのですが、また
戻ってきました。 ゆっくりなペースだとは思いますがやり取りでき
ればと思います。

社会人4年目、営業職をしています。 小説や漫画を読む
ことが好きです。最近はYouTubeで猫やカップル、お菓
子の作り方を眺めています。お手紙を書く時間が好きで
す。のんびり、文通できればと思います。

女性
40代

あおみさん
めんこい通り 77番地

2021年9月30日まで

水泳、自然散策、美術鑑賞、カフェ巡り、読書、
お菓子作り(ドイツ、フランス)
東京には20年弱住んでおりました。最近は、英会話を
独学で勉強中です。森林浴や星空などの自然に触れる
ことが大好きで、お気に入りのスポットを探索していま
す。
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女性
40代

2021年6月30日

唯(*○'3`)★+ﾟさん
六甲通り 352番地

2021年12月31日まで

女性
30代

あいおらいとさん
古都みやび通り 192番地

2021年9月30日まで

文通用の雑貨集め､ジャニーズ(KinKi、嵐)､アニメ､サンリオ､
リラックマ､ピカチュウ

猫、読書、散歩、ハイキング、一人旅、美術館巡
り、御朱印集め

文通歴は長いです。メンタルの病気がありマイペースになる事も
ありますが、今は前向きに明るく生活しています。彼氏と、犬と暮
らしています。色々な方と文通を通じて知り合えたら幸いで
す。NGな話は無いので、色々話しましょう(^-^)/

手紙が好きで久々に文通したいと思い、入村しました。日常がほっ
こりするきっかけになるといいなと思います。 最近の楽しみは、漬
けていた梅シロップがそろそろ飲み頃なので、それを開封するこ
とです。 日々のちょっとした出来事をやり取りできたら素敵だなぁ
と思いますので、よろしくお願いいたします。

女性
40代

潤々さん
めんこい通り 79番地

2021年9月30日まで

女性
10代

SixTONES、ジグザグ、映画鑑賞、ドラえもん、猫、
おすそ分けファイル
昔、文通してたの思い出し懐かしくて始めました。最近
はSixTONESや、おすそ分けファイル作りにハマってま
す。何気ない話でも大丈夫です。よろしくお願いいたし
ます。

女性
10代

りんごさん
もみじ饅頭通り 152番地
音楽を聴く ギターを弾く
を見る 食べる 寝る

本を読む

2021年9月30日まで
YouTubeを見る

男性
60代

マルチーズさん
さるぼぼ通り 93番地

2021年9月30日まで

女性
50代

ウニ子さん
ねぷた通り 60番地
鉄道

マンガ

舞台鑑賞

2021年12月31日まで

手芸

投資

字が下手なことに劣等感がありましたが、最近、文字を
書く機会が減って寂しく感じます。旅行にも行けないご
時世ですし、知らない土地の方と文通してみたいと思い
ます。

女性
40代

キミさん
お江戸通り 1095番地

2021年12月31日まで

観劇、旅行、ドラマ、アニメ、野球

10年前に妻を亡くして現在は男子子供との2人暮らしで
す。男同士ではだめですね。よい文通相手にお会いで
きますように。性格は温厚でさみしがりです。よろしく
お願い致します。

まやちょんさん
常陸の国通り 54番地

2021年9月30日まで

漫画を読むのが好きです。違う趣味の方ともたくさん文
通したいです！日常の些細な出来事などを共有できたら
と思っています。どんな方でもよろしくお願いします！

旅、映画鑑賞、スポーツ観戦等々

男性
40代

かすていら通り 63番地
漫画

空

はじめまして。高校1年生です。 文通を通して色々な人の生きて
いる世界を知ってみたいと思い始めました。日々の出来事、感じた
こと、幸せを感じる瞬間、趣味のことなど穏やかに楽しく文通をし
てみたいです。どなたでもお便りいただけたら嬉しいです。

ふみさん

2021年9月30日まで

ドラクエ１～６、YouTube鑑賞、創作、オリジナルイラスト、
マンガ、空手、BL、等々
子供、学生の頃の流行ってた事想い出など語り合いたいのですが、
大学までの知人はバラバラになってしまい、今居ません。同じ学校
に通ってた必要はないです。また、当時の流行以外も、今の事も
語り合いたいです。性別年齢問いません。同性(男性)に聞いてもら
えないような話の相手になってくれる女性もお手紙待ってます。

S52生まれの専業主婦です。家族構成は夫とH9生とH13生まれの
子供(社会人)と猫２匹です。趣味は浅く広く、今は小劇場から2.5、
帝劇などの舞台観劇に出掛けることが多いです。アニメ、声優、
映画、ドラマ、野球、旅行、グルメにも興味あり。手作りリサイク
ルレタセ、長文もOKです。老若男女問いません。よろしくお願い
します。

女性
60代

るり色さん
紀州通り 35番地

2021年12月31日まで

フォークソングを聞くこと、やすしきよしの漫才、
夢はカフェ巡り
60代の主婦です。 フォークソングが好きで、聞きながら家事をし
たり歌ったりしています。 時々市街に出ると、気持ちがワクワクし
たり楽しくなります。 文通も気持ちは一緒だと思い、始めようと思
いました。 何でも第一歩が大事だと。 宜しくお願いします。
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女性
50代

2021年6月30日

aikoさん
彩の国通り 499番地

2021年9月30日まで

女性
20代

ねねさん
とちおとめ通り 120番地

2021年9月30日まで

ドラマ、バラエティ、お笑い、ネットショッピング、グルメ、
紙もの、スクラップブッキング

ほぼ日手帳、バレットジャーナル、YouTube鑑賞、
カフェ巡り、ゲーム

初めまして。私は、スーパーのパートをしています。 現在、夫と
中学生の息子の3人で暮らしています。 今はコロナ禍で、仕事と
家庭の往復の日常です。TVでは、ドラマやお笑い、バラエティー、
ドキュメンタリーなど好きです。 同じ中学生のお子さんがいらっ
しゃる方色々と情報交換しましょう。 よろしくお願いします。

かねてから祖母や妹との文通を楽しんでいましたが、見知らぬ誰
かと言葉を交わせることに魅力を感じ、こちらに飛び込んでみるこ
とに。 立場や年代に関係なく、いろんな方とつながれたらうれしい
です(＾＾) ぜひ皆さんの「好き」を教えてください！

女性
30代

エデさん
しゃちほこ通り 390番地

2021年12月31日まで

女性
30代

映画観賞 マンガ ハンドメイド 多肉植物 ネコ

白豆さん
しゃちほこ通り 391番地
インク集め
旅

読書

万年筆

2021年12月31日まで

アニメ

漫画

にゃむにゃむさん
ピーナッツ通り 468番地
ニット 登山
アート

お散歩

2021年9月30日まで

ハンドメイド

読書

メイさん
もみじ饅頭通り 11番地

女性
60代

2021年12月31日まで

ことはなさん
なにわ通り 511番地

2021年9月30日まで

映画、ドラマ（日本・韓国・台湾）、読書、手縫い、スーパー
はしご、断捨離もどき、万年筆

はじめまして。 万年筆や筆ペンで意味もなく文字を書い
ています。文字も文章も下手ですが、お手紙やりとりで
きたらなと思っています。 よろしくお願いします。

女性
20代

猫

こんにちは はじめまして にゃむにゃむです 手仕事に携わる仕事
をしていて 何かを生み出す事が大好きです メールとは違い、温
かくて程よい距離感のやりとりが出来る文通が好きで、こちらを通
し色々な場所、年齢の方とやりとりができたら、と思っています。
趣味の話でも、日常の話でも色々話せたら嬉しいです。

女性
30代

2021年9月30日まで

初めて登録させていただきます。4姉妹ママです。のん
びりとした時間にお手紙を書きたくて入会しました。育
児の合間なのでのんびりとやり取りしてくださる方よろ
しくお願いします。

一人

はじめまして。中学生以来の文通をしてみようと思い入村しました。
日々の暮らしのちょっとした嬉しい楽しい出来事などをお話しでき
たらなと思います。別の趣味の人や色んな年代の方ともお話しし
てみたいです。よろしくお願いします。

女性
30代

桜島通り 70番地
文通、ハンドメイド、お笑い

ネコを２匹飼っています。動物と爬虫類がすきです。休
みの日は動画をみたり、マンガを読んだり、植物のお世
話をしてます。日常の出来事や、思い出の話したいです。
よろしくおねがいします。

女性
30代

りんさん

こここさん
砂丘通り 26番地

2021年9月30日まで

音フェチ動画を見ること、昼間に1人で温泉に行くこ
と、スポーツ観戦、読書、お昼寝
地方で看護師をしている今年27歳です！ 5年付き合って結婚予定
だった彼に好きな人ができたと振られました！！とても絶望しまし
たが、これも運命かなと思ってなんとか立ち直ったつもりです。笑
いろいろ大変な世の中ですが、楽しいことはたくさんあるはず！ ま
だまだ自分の知らないことがたくさんあると思うとわくわくします^
^ よろしくお願いします！

男性
30代

ネコいんさん
しゃちほこ通り 392番地

2021年9月30日まで

映画鑑賞、猫、中国ドラマ、台湾ドラマ、アニメ、英語と中
国語とベトナム語と広東語勉強中

ナンプレ、謎解き、軽アウトドア、ランニング、お
菓子作り(簡単なもの)

メイです。映画大好き、アニメも大好き、中国、台湾ド
ラマにはまり中。語学勉強も大好きで、主に、中国語、
英語、ベトナム語、広東語勉強中。映画はジャンル問わ
ず見ます！いろんな話できたらいいなと思ってます。

新しいことを始めてみたいと思い、前々から興味があっ
た文通に挑戦。文通を通してさまざまな方の価値観に触
れたいと考えています。楽な気持ちで、お互いの趣味の
話などできると嬉しいです。
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女性
40代

2021年6月30日

ホルモンヌ真里子さん
お江戸通り 1096番地

2021年9月30日まで

女性
50代

女性
40代

楓さん
常陸の国通り 161番地

2021年12月31日まで

女性
20代

ぴょんすけさん
お江戸通り 1097番地

2021年12月31日まで

女性
40代

男性
20代

まろさん
お江戸通り 1098番地

2021年9月30日まで

女性
20代

亜澄さん
お江戸通り 1099番地
純喫茶巡り

たばこ

2021年9月30日まで

映画

こんにちは。昭和レトロを愛する大学生です。映画、レ
コード、純喫茶が好きです。 歌を歌うことも好きです。

どんたく通り 259番地

2021年9月30日まで

たまたま文通村を知りました。本を読むことが好きなのもあってか、
文章を書くのもとても好きで、小学生の頃は交換日記や手紙のや
りとりをしていて楽しくてわくわくしていたことを思い出しました。
これからが楽しみです。

女性
20代

柊さん
彩の国通り 501番地

2021年9月30日まで

読書、散歩、写真、お絵描き、カラオケ、小説を
書く、夢小説を書く
初めまして、柊(ひいらぎ)です。 コロナの中、誰かとお話したいと
感じ入村しました。 小学生の時、同じ家に住む祖母と文通をして
いました、なので、年上の方と文通したいと思ってます。 文房具
すきです！！！ 新しいことに挑戦したりとかも、わりとすきです。

女性
20代

バイク、推理小説、スポーツ観戦、ピアノ、洋画、演劇、
昼寝、ラーメン、寺巡り、海岸、動物動画
はじめまして。最近、時空を超えて手紙をやりとりできるという設
定の東野圭吾さんの心温まる小説を読み、ふと文通を思いつきま
した。文通は全くの初心者です。趣味の合う方、特段共通の趣味
のない方、年齢、性別問わず、様々な方と、日常の何気ないこと
や人生?のこと、お話してみたいです。性の多様性を歓迎します。

naoさん
読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、ヨガ

音楽・ライブに行く・映像制作・映画鑑賞・お絵描き・神社巡
り・旅行・アフタヌーンティー
初めまして。小学生の頃に文通していたことを思い出し、またやっ
てみたいなと思い始めることにしました。故郷は北海道。 音楽が
好きで、ライブやフェスティバルによく行ってます。お家にいること
も好きですが、新しいものに出会ったり体験するのも好き。ニュー
ジーランドに行くことが夢です。よろしくお願いいたします。

2022年6月30日まで

はじめまして 文通が大好きです。日頃の何気ない事な
どお話しが出来たら嬉しいです。よろしくお願いいたし
ます。

旅行、漫画、CLAMP、アニメ、ハンドメイド、ド
ラマ鑑賞、韓国ドラマ、ムーミン
家時間が多いので何か趣味を、、、と、編み物やちりめん細工、
ビーズ等のキットを買ったりして、何か自分に合うもの探したりし
ています。 字は下手なので恥ずかしいですが、手紙を書くことは
好きです。葉書でも手紙でもゆっくり続けていけたらいいと思いま
すので、宜しくお願いします。

彩の国通り 180番地

文通、音楽鑑賞、映画鑑賞、文房具、ご朱印

ランニング、発酵食・保存食作り、カフェ巡り、クラシック音
楽鑑賞、独学で英語の勉強、
はじめまして。東京で夫と二人暮らしをしています。 高校生の頃、
学校の先生と文通をしていました。 今でも文字を書くのが大好き
で、最近では書かなくなった手紙をまた書きたいと思い、文通を始
めることにしました。同じ趣味の方がいたらいいですね。 目指せフ
ルマラソン 完走！

みことさん

らいとさん
彩の国通り 502番地

2021年12月31日まで

文房具集め、手帳、アニメ、漫画、星や月を見ること、ハ
ンドメイド、Plastic Tree
小学生の頃から文通が好きで、また誰かと文通がしたいと思い始
めました。 日常のちょっとした事やお互いの趣味の事など、年齢・
性別問わずお話しできたら嬉しいです！ お互いのペースでのんび
りやり取りをしていただけるかた、よろしくお願いします。

女性
50代

銀色の仔猫さん
しゃちほこ通り 393番地

2021年9月30日まで

料理
50代になり自分の周りを見回したら、子育てに追われ家のこと、
お付き合い、夫のお世話、自分の親の看取りetc... いつの間にか
友人とも疎遠になり、このまま淋しく終えるのかと思ったところで
このサイトを知りました。楽しいことがあったらいいなと登録させ
ていただきました。よろしくお願いします。
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女性
20代

2021年6月30日

mnkさん
どさんこ通り 334番地
海外ドラマ鑑賞

文字を書く

2021年9月30日まで

塗り絵

初めましてmnkです。 栄養士をしています。 ジャニーズが好き
です。（関ジャニ∞、関東jr）サンリオ、ミッフィー、トイストーリー
のキャラクターが好きです。シールを集めるのが好きです。ついつ
いガチャガチャを回してしまいます。モンステラ、ポトスなど植物
も家で育ています。よければ私と話しませんか？

女性
50代

かのんさん
さるぼぼ通り 94番地

女性
30代

2021年9月30日まで

女性
20代

すずめさん
彩の国通り 503番地

2021年9月30日まで

女性
20代

えにるさん
日向の国通り 42番地

2021年12月31日まで

女性
30代

女性
20代

りおさん
相模ハマっ子通り 551番地

2022年12月31日まで

読書、美術館、カフェ、古本屋、パン屋さんケーキ屋さん、
演劇やミュージカル、バレエ観劇
女性限定でお願いいたします。こんにちは。♡ノーベル文学賞な
どの海外文学や、原田マハさん、小川糸さん、村上春樹さん、小
路幸也さん、凪良ゆうさんすきです。モダンアート、日本画を観
るのがたのしみです。ケーキも上生菓子もパンもすきです。本の
感想送りあえたら嬉しいです。その他日常のこともなんでも書い
てほしいです！お手紙お待ちしています♪たのしく文通できますよ
うに。

りょうさん
もみじ饅頭通り 154番地

2021年12月31日まで

美容、漫画、食事、旅行、買い物、卓球、筋トレ、
動物カフェ、魚釣り、キャンプ、野球
お手紙のやりとりは、学生以来です。上手くできるかは分かりま
せんが自由に楽しくやり取りしていきたいと思っています(^-^)至ら
ないところがあるかとは思いますがよろしくお願いします。 30代の
家族持ちです(^-^)同居してます！ お話は何でも好きです。映画や
花、滝を見に行ったりします！ 良かったらお話し相手よろしくお願
いします(^-^)♡♡

女性
30代

スズランさん
いよかん通り 60番地

2021年9月30日まで

マンガ、旅行、御朱印、文通、ゆず、カラオケ、
ジブリ、ジャニJr.、ランニング
目にとめていただきありがとうございます！中学生の頃に文通をし
ており、こうしてこの様な機会があるとは思いませんでした♪旅行
が大好きで、主にゆずの遠征や、御朱印集め、ランニングの大会
で旅行してます！少しでも気になっていただければ嬉しいです！！
横浜大好きです♪

女性
10代

色塗り、シール集め、編み物、ピアノ、ウクレレ、
語学勉強、海外ドラマ、音楽鑑賞
初めまして、前々から気になっていた文通村にようやく入村するこ
とができました。シール集めや、コラージュをみたりしたりするこ
とが好きです。その他にも海外ドラマの犯罪捜査ものを見ることが
好きです。色々な方と日常の話や、お互いの趣味について話した
いです。字があまり綺麗じゃないことが悩みです。その分心を込
めて書きます。よろしくお願いします。

2021年9月30日まで

はじめまして、いろはと言います。周りの友人達が子育てで忙しく
している中、すっかりプロ並みになってしまったおひとりさま生活
に変化が欲しくなったので入村しました。コロナが落ち着いたら絶
対に京都に行く！というくらい京都が好きです。年代問わず、いろ
いろなお話ができたら嬉しいです(^^)

動物、文化、博物館、水族館、読書、紅茶、食べ
る、同棲中、料理がんばる
文通未経験。 動物や文化について知ることが好きでコロナが流行
る前は博物館に通っていました。本はファンタジー系やほのぼのし
た小説を読みます。やりとりをする相手に特別求めるものはありま
せん。生活や趣味のこと、おすすめの本や食べ物についてお話し
たいです。共通点がなくても、人の話を聞くことが好きなので和や
かにやりとりすることを重視します。よろしくお願いします✽

お江戸通り 1100番地

京都、御朱印集め、2.5次元、舞台観劇、アフタヌーン
ティー、どうぶつの森、フレブル

読書 散歩 電車旅 空を眺めること おしゃべり
はじめまして。半日パートをしている主婦です。４人の子供たち
がひとりだちして毎日のんびりと過ごしてます。 読書しながら、散
歩しながら、電車に乗って、空を見ながら空想することが好きです。
楽しい話、落ち込んだ話いろんなお話をのんびり長くできると嬉し
いです。お手紙をお待ちしてます。

いろはさん

レイさん
彩の国通り 504番地

2021年12月31日まで

創作(漫画、小説)、少年／少女漫画、音楽(米津玄師、JHIPHOP)、歌い手、お笑い
一次創作が好きな、心は男の通信制高校生です。 少年／少女漫
画は、広く浅く読んでます。読み切りも読みます。HIPHOP
はGADOROさんが好きです！初心者ですのでおすすめ等あれば知
りたいです。歌い手さんは最近ハマってます！よるきちさんとあら
きさんが好きです。こちらもおすすめがあれば知りたいです！ 趣
味の話や日常の話などしたいです！よろしくお願いします！

女性
40代

しろさん
お江戸通り 1101番地

2021年12月31日まで

映画、ドラマ、舞台鑑賞、おいしいもの探し、紅茶、ハーブ
ティ、コーヒー、ラジオ、カフェ巡り
初めまして、こんにちは。気が付くと、PCやスマホばかり触ってい
て文字を書く機会がめっきり減りました。日々の何気ない出来事な
どを、やり取りできたらうれしいです。家族は夫と猫です。平日
は在宅で仕事してます。『文通村』に惹かれてきた方々と、素敵な
出会いがありますように。（すみませんが初心者なので、女性の
方限定でお願いいたします。）
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女性
30代

2021年6月30日

ゆみゆかさん
さるぼぼ通り 95番地

2021年12月31日まで

女性
40代

海に行くこと、島めぐり、美術館めぐり、海外旅
行(イタリア、アジア好き)、映画
初めまして。初めての土地に最近越してきて、友達がいなかった
のですが、習い事をはじめ、いろんな思いを持った方に出会い、
会話を通じて相手をしる事、伝え合う事の楽しさを感じています。
コロナ下ですが心が暖かくなるような、やりとりが出来たらと思い
ます！返信は早めにさせて頂くようにします！どうぞよろしくお願
いいたします。

女性
40代

新月さん
どんたく通り 262番地

2021年9月30日まで

女性
30代

ykmさん
さぬき通り 57番地

2021年12月31日まで

どんたく通り 261番地

2021年9月30日まで

ジェルネイル、洋画映画鑑賞、ショッピング
40代会社員、夫、子供9歳男の子と暮らしてます。社会人になって
以来友達とも疎遠になっていき友達いません。人付き合いが苦手。
というか、煩わしいので妹が友達のような存在で楽しく過ごしてま
す。ズボラです。些細な事や楽しいこと愚痴などやり取りしたい
です。返信がゆっくりペースになるかもしれません。

女性
40代

インテリア、読書、編み物、ファッション、風水etc
多趣味です^ ^
主人(単身赴任中)、娘11歳、息子9歳の4人家族です。 多趣味で
すが、飽き性な所がありコロコロやる事が変わる私です。40歳に
なりコロナ禍をきっかけに人付き合いが億劫になってしまいました
が、こちらで日常の事などなんでも構いませんので、のんびりペー
スでもやり取り出来たらいいなと思います。便箋一枚でもポストカー
ドでもokです^_^

KIKIさん

イトリさん
お江戸通り 1102番地
買い物

料理

占い

2021年9月30日まで

ドライブ

懐かしい気持ちで、文通のサイトを探してみたら ここの場所に出
会いました。 今の世の中、メールやLINEでの生活が普通ですが
もう一度、手紙のやり取りを色々な方々としてみたいので 良かっ
たら、よろしくお願いします

女性
20代

すいかさん
六甲通り 354番地

2021年9月30日まで

バレーボール、体を動かすこと、携帯ゲーム、ハン
ドメイド、旅行、テレビを見る

KPOP、映画、キャンプ、自然、旅行、バドミントン、料理、
水族館、少年漫画、邦ROCK

はじめまして。 フルではありませんが、仕事をしながら二児の子
育てをしています。 子供の頃文通をしており、最近、お店でレター
セットを見かける度、また文通を始めたいなと思うようになり、入
村させていただきました。 あまり字には自信がありませんが、何
気ない日常の話や趣味の話、手紙が届くワクワクを楽しみたいなと
思っています。 よろしくお願い致します。

はじめまして！趣味のKPOPは10年以上聴いていて色々好きです。
（特にNCT.ATEEZ）映画はコロナ禍になってから見るようになった
のですが、サスペンス、スリラーサイコパス、人情ものなどよく観
ます。 趣味の合う方はもちろん、全く違う世代や仕事や価値観の
方々と文通で交流できることを楽しみにしています。どうぞよろし
くお願いいたします。

女性
20代

すいかさん
相模ハマっ子通り 349番地

2021年9月30日まで

映画鑑賞・水族館巡り・YouTube鑑賞・食べ歩き・
ハンドメイド
私の最近のお出かけは水族館が定番になりつつあります 夜空いた
時間にゆっくりお手紙を書くのが楽しそうだなと思って入村しました。
年齢・性別は気にしません。 日々の小さな発見や、楽しかった事、
いろいろな地域のことなどを話せたら嬉しいです！

女性
50代

ムーミンさん
きびだんご通り 22番地

2021年9月30日まで

音楽鑑賞
はじめまして。レズビアンで、統合失調症の女性です。こんな私
を理解してくださる女性の方と文通がしたいです。生涯のパートナー
に出会えたら、最高に幸せです。こんな私でも文通してくださる方、
お返事待っています。

