
第278号 2021年7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。
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愛鳥さん
越前通り 12番地 2021年10月15日まで

女性
30代

映画・海外ドラマ鑑賞。食べること、ゲーム、お買
い物

はじめまして。私生活でのお仕事は占い師。自宅でチャット占いを
やっております。字を書くことが好きで、カフェで大好きなコーヒー
を飲みながら日記や手紙を書くのが好きです。皆さんとの会話の
中で日々に彩りをもたせたく入会致しました。何気ない毎日のこと、
お互いの好きなことについてお話出来たら良いですね

ユウさん
お江戸通り 347番地 2021年10月15日まで

女性
30代

読書（実用書・エッセイ・小説）、ノート、邦楽、
散歩、文通

もともと人が好きなのですが、どうしても緊張し過ぎてしまいます。
文友さんのお力を借りて少しずつ克服しているところです。いつも
ありがとうございます。また私はうつ病があり、不安定ですまない
のですが、細かいことはあまり気にせずにやり取りしていただける
と助かります。真面目な話も軽やかな話も好きです。男性以外の
方を希望します。どうぞよろしくお願いいたします。

ひよりさん
きびだんご通り 67番地 2022年1月15日まで

女性
40代

自然、動物、オラクルカード、スピリチュアル、ハー
ブ、BL、読書、手作り

初めまして。 娘が結婚して人生初の1人と13羽暮らしを始めました。
母親としてではなく個人として楽しめる時間を大事にしたいと思い
登録させてもらいました。 仕事に追われて忙しい毎日ですが、小
さな手仕事や丁寧に暮らすことを大事にしたいなぁと思ってます。
同じ趣味の方だけでなく、様々な方と交流してみたいです。よろし
くお願い致します。

あきらさん
かぼす通り 31番地 2021年10月15日まで

女性
30代

cafe巡り、海外ドラマ、映画、お茶

再入村しました 夫と犬と2人暮らしをしています。 ゆっく
りお手紙のやり取りができると嬉しいです。よろしくお
願いします。

えみちさん
さがん通り 23番地 2022年1月15日まで

女性
20代

文通、映画鑑賞(アマプラ)、文房具、スイーツ、ラー
メン

はじめまして 去年の夏まで文通村に入っていたのですが
色々とありやめてましたがまた再入会しました。 たくさ
んの方と日常会話、共通のお話が出来たら嬉しいです。
よろしくお願いします♪

みのりさん
琵琶湖通り 43番地 2022年1月15日まで

女性
30代

文房具（万年筆、紙もの）、100均、ドライブ、カ
メラ、読書、パン作り、食べること

★再入会しました★ 夫、園児のふたりの子供と暮らしています。
最近は万年筆やガラスペンでお手紙を書くことが多いです。
時々ですが、シンプルな便箋をマステやシールでデコったりもしま
す。 日常の話や好きなこと、お子さんがいらっしゃる方は子育ての
ことなどお話できたらいいなと思います。 よろしくお願いしま
す(*^^*)

monchhichiさん
かすていら通り 62番地 2021年10月15日まで

女性
40代

紙物集め、カフェ巡り、ライブ参戦

手紙を通じてお友達ができたらいいなと思い入会しまし
た。 よろしくお願いします

アヤメさん
どんたく通り 260番地 2022年1月15日まで

女性
50代

お城巡り、ガーデニング、歴史

週末にお城巡りを楽しんでいます。植物も好きなので季
節ごとのお花を見に行くのが好きです。自宅では現在、
バラの鉢植えに挑戦中。よろしくお願いします。
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のんのんさん
さくらんぼ通り 53番地 2021年10月15日まで

女性
40代

温泉、読書、ドライブ、お笑い、映画、自然探索、音楽、
古いもの、歴史を感じるものなどです。

はじめまして！文通は10代の頃以来です。出掛けるのも大好きで
すが、最近は、休みの日にコーヒー飲みながら、一人時間をゆっく
り過ごすのも、気に入っています。ジャズや、古い音楽が好きで、
よく聴いています。幅広い年代の方と手紙のやりとりをしたいと思っ
ています。どうぞ、よろしくお願いいたします。

あおいろさん
ピーナッツ通り 469番地 2022年1月15日まで

女性
30代

手帳。文房具。紙もの。読書。暮らしのあれこれ。
趣味予定…手芸。インテリア。

日ごろのあったこと、なかったこと、感じたこと、考えたことなど、
ゆるく、ときに熱くお話できたらうれしいです。 趣味の似てる方は
もちろん、ぜんせんちがう方ともやりとりしたいです。よろしくお
願いします。

ユキさん
なにわ通り 513番地 2022年1月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、アニメ、音楽、YouTube(ゲーム実況)、漫画、
手芸、登山、食べること

ずっと興味のあった文通をしてみたい思い入村しました。映画はア
クション系が特に好きですが、オールジャンル観ます。音楽は聴く
のも演奏するのも好きです。趣味の話や日々の出来事などお話し
できると嬉しいです。文通初心者ですが、年齢性別問わずたくさ
んの方とお話してみたいと思っています。お手紙いただけるととて
も嬉しいです。よろしくお願いします。

ゆりさん
なにわ通り 514番地 2021年10月15日まで

女性
30代

ゲーム（特に任天堂）、アイドル、昭和レトロ、
読書、映画、音楽、動物、写真

ゲームからクラシック音楽まで何でも大好きな多趣味人
間です！雑学の知識量が半端ないとよく言われます。日
常の楽しみや自分の好きなことを誰かと共有したいと思
い登録しました。気軽にお手紙下されば嬉しいです。

なこさん
お江戸通り 1103番地 2022年1月15日まで

女性
30代

文房具(特にマステやスタンプ収集)、日記、手帳、カフェ、
喫茶店、旅行、買い物、インテリア

初めまして！元々手紙を書く事が大好きです☺️アラフォーで、母
の在宅介護をしています。 好きなもの・ことの情報交換や日常の
お話など、楽しく文通出来たら嬉しいです✉️✍1人のまったりtime
を大切に、好きなもの・ことに囲まれた暮らしをモットーにしていま
す✨最近は、自粛モードと共に日記デコにハマり中(笑)1番好きな
時間です♡

優香ちゃんさん
阿波の国通り 37番地 2021年10月15日まで

女性
20代

ピアノ　読書　料理

手紙はその人への気持ちを込めてひとつひとつ言葉や文字を選び，
書き手の方は便箋に書き連ね，投函する楽しみ，読み手の方は手
元に届く嬉しさ，開封するワクワク感等手紙ならではの美しさがあ
ると思います。優しい言葉や気持ちに寄り添う言葉，心が温かくな
るようなそんな穏やかなやりとりができれば嬉しいです♡

しのさん
どさんこ通り 335番地 2022年1月15日まで

女性
30代

マスキングテープ、シール、紙もの集め、手帳デ
コ、猫、ムーミン、お笑い好き

初めまして。 現在双子育児中の30代専業主婦です。 子育ての話
や最近はマステや文具にハマっているので趣味のお話が出来たら
いいなと思い入村しました。 趣味のお話以外でも色々なお話をし
てみたいと思いますので宜しくお願いします。

さんどらさん
平城京通り 77番地 2021年10月15日まで

女性
60代

旅行、読書、風景印コレクション、ポストクロッシング、テ
ニス、サッカー観戦、サックス

初めまして、奈良のさんどらです。風景印を集めたり、ポストクロッ
シングを始めて、すっかり手紙にはまってしまいました。気軽な感
じで素敵な絵葉書や一筆箋のやり取り、お住いの地域の風景印の
交換をお便りとともにやってみたいと思っています。よろしくお願い
します。

しずくさん
越前通り 34番地 2021年10月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、旅行、文房具、手帳、海外文通、ポスク
ロ、紅茶、パン屋巡り、博物館・美術館

はじめまして。万年筆を使うようになって手書き文字の温かさを知
り、文字を書くことが好きになりました。手紙を書く楽しさや手紙
をもらった時のわくわく感が懐かしく、このたび入村することにしま
した。いろいろな方とのんびりお話をすることで、自分の世界が広
がっていくといいなと思っています。ポストカードや一筆箋、短い
お手紙も大歓迎です。

ぴろろさん
お江戸通り 1104番地 2021年10月15日まで

女性
20代

風景印集め、日記や絵を描く、文具・雑貨店巡り

こんにちは、ぴろろです！誰かに手紙で気持ちを伝えてみたくなっ
たので登録してみました。 趣味は風景印集め、文具や雑貨店巡り、
そして絵や文字を描くことです。最近万年筆を買い、字の練習も兼
ねて時折使っています。 皆様からの温かいお便りお待ちしており
ます。
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こきあさん
なにわ通り 515番地 2021年10月15日まで

女性
10代

読書(積読) 漫画 アニメ 字を書くこと お菓子作り 料
理 YouTube

アナログな文字でのやり取りに惹かれたのと、勉強ばかりで楽し
みがないのではじめました。アニメは夏目友人帳やどろろ、漫画
はゆびさきと恋々が好きです。今年から実家を離れて一人暮らし
をしており、さみしいので文通村で日常の何気ないやり取りが出
来たらいいなぁと思っています。どのお手紙にも心を込めてお返事
します。初心者ですがよろしくお願いします。

空さん
彩の国通り 505番地 2022年1月15日まで

女性
50代

ドライブ、韓国ドラマ、紙もの、旅、かわいいも
の、プチガーデニング

いろいろな情報交換をしたり、お手紙の良さを味わいた
く、楽しく文通が出来たらうれしいです。よろしくお願い
申し上げます。

みつばさん
火の国通り 60番地 2022年1月15日まで

女性
30代

旅行、ディズニー、簡単なお絵描き、御朱印集め、宇多田
ヒカル、YouTube、ゲーム

初めまして、文通初心者の30代です。 外出自粛の中、人と関わる
事が少なくなり、人との繋がりを持ちたいと思って、こちらに登録
しました。ディズニーが大好きで、パークやゲーム関連でお話し出
来ればと思います。また、他にも色々な事に興味があるので、趣
味が合わなくても、色んな事を教えて頂き、共有出来たら嬉しい
なぁと思います。どうぞよろしくお願いします。

はちみつさん
なにわ通り 516番地 2022年1月15日まで

女性
30代

ガーデニング、カフェ巡り、読書、歌を歌うこと

はじめまして。字は綺麗ではないのですが、お手紙の
暖かさが大好きで文通村へお引っ越ししてきました。音
楽を聴くこと、歌うことが、好きです。美味しいものを
食べることも大好きです。どうぞよろしくお願いします。

ひーちゃんさん
なにわ通り 517番地 2021年10月15日まで

女性
60代

宝塚観劇、ディズニー、USJ、海外ドラマ

若い頃から手紙を書くのが大好きです。趣味が同じ方は
もちろん、いろいろな方と手紙でお話したいと思います。
よろしくお願いします。

瞳さん
きびだんご通り 106番地 2021年10月15日まで

女性
50代

音楽鑑賞、ネットサーフィン、動物と遊ぶ、お買い
物、作詩

若い頃は文通が大好きで日本に限らず様々なお国の方々とやり取
りをしていました。 社会人になり時が過ぎて、雑多な日常に追わ
れいつの間にか、手紙を書く事から遠ざかっておりましたが此方の
存在を知れて良かったです。普段は仕事に明け暮れ、可愛い動物
達のお世話もある為、あまり頻繁にはやり取り出来ないかもしれ
ませんが、皆様どうぞ宜しくお願い致します。

ちまこさん
相模ハマっ子通り 552番地 2021年10月15日まで

女性
40代

スヌーピー 看護学生　パン　ドライブ　映画　

40代になり、看護師を目指して学校へ通い始めました。
色々な方とお手紙を交換してみたいです。 よろしくお願
い致します。

笑（えみ）さん
さるぼぼ通り 96番地 2021年10月15日まで

女性
30代

読書、ヨガ、散歩、お茶集め（ハーブティー）猫

育児が少し落ち着き、10数年前までやっていた文通をま
たやり始めたいなと思いました。他愛のない話や、時折
相談話などできると嬉しいです。

あおさん
琵琶湖通り 68番地 2021年7月15日まで

女性
20代

読書（ミステリー）、韓流、K-POP、コメディ作品鑑賞、ス
イーツ、カフェ、コーヒー、柴犬

25才の悩める女子です！ わたしは1日中読書（90%ミステリー）
をしている日もあれば、スイーツや素敵なカフェを求めてドライブ
にも出かけます^^ 今年で5年目の韓流ファンです。ただいま韓国
語勉強中！！ 趣味の合う方はもちろん、同世代の方、年下の方、
年上の方、どのような方でも色々な経験談を聞いてみたいです(*´
꒳`*) よろしくお願いします☺︎

めんまさん
お江戸通り 1105番地 2021年10月15日まで

女性
30代

ビール、アート、謎解き、ボードゲーム、インディゲーム、
歴史、家電、ファッション、アイドル

大型書店、家電量販店、美術館、博物館 あたりで延々とひとりで
キャッキャできる、在宅クリエイターです。 自身がヲタク気質なの
で、同じ気質の方はもちろん、趣味が違う方でも何かに熱中して
いる姿を素敵だと感じます。 お手紙が届くのをお互いにワクワクし
ながら待つような、そんなやり取りができたら嬉しいです。 どう
ぞよろしくお願いいたします。
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月夜のウサギさん
お江戸通り 1106番地 2021年10月15日まで

女性
50代

ドライブ、映画鑑賞、音楽、道の駅巡り、ポスト
カード、着物

初めまして。コロナ禍で仕事が減り自宅にいる事が多くなりました。
空いた時間を活用して終活について勉強中です。若い頃文通して
いた時の事を思い出して入村しました。年齢性別問わずどなたと
でも、お話しできたら嬉しいです。よろしくお願いします。

ベルさん
お江戸通り 1107番地 2022年1月15日まで

女性
30代

刺繍、TVドラマ、美味しい物、百均、コストコ、ほぼ日手
帳、シール/マステ、絵本、ディズニー

36歳の専業主婦で、今年度3歳と1歳になる子供がいます。 日々の
出来事や喜怒哀楽、家族や職場とのこと、誰かに言いたいマイブー
ム、クスッと笑える話など、人間味のあるお手紙が好きです。 ポ
ストカード、ミニレター、便箋1枚も大歓迎ですので、お手紙頂け
たら嬉しいです♬꙳

チューリップさん
お江戸通り 1108番地 2021年10月15日まで

女性
40代

紅茶、美術館、街歩き、運動がてらの散歩、切手、中国茶、
音楽鑑賞 ( ウエストライフなど )

日々の何気ないことを手紙にしたためてみようと思いま
した。主人と2人暮らしの、のんびりな主婦です。どう
ぞ宜しくお願い致します。

夏空さん
どんたく通り 263番地 2021年10月15日まで

女性
30代

スイーツ 読書 ドライブ バドミントン ディズニー ス
ヌーピー

初めまして。 文通初心者ですが文字の暖かさや、ポストに手紙が
届いたときの喜びが好きで入会しました。 色んな世代や色んな地
域の方と、日常のお話や愚痴ばなしなどたくさんお話しできたらな
と思います。 小学生の子どもがいる三児の母です。 よろしくお願
いします!!

ラーメン特盛りさん
お江戸通り 1109番地 2021年10月15日まで

女性
30代

スマホゲーム、動画・映画鑑賞、ウィンドショッピング、百均、
ホラー、オカルト、ウォーキング

はじめまして。文通をしたことがないので、ドキドキし
てます。知らないことや言葉を調べたりするのも好きで
す。 遅筆なので、返信が遅くなってしまったら、ごめん
なさい。

うたさん
相模ハマっ子通り 553番地 2021年10月15日まで

女性
40代

ウォーキング、掃除、洗濯、音楽鑑賞

はじめまして。うたと申します。文通のぶの字もわからぬもので、
自己紹介に何と書いたら無難なのか、迷子になっております。好
きなものは、人の書いた文字、自身で字を書くこと、考え、整理、
文章、ポスト、紙、間です。気楽に文通をさせていただけたら幸
いです。どうぞよろしくお願いいたします。

なおさん
お江戸通り 1110番地 2022年1月15日まで

女性
30代

読書、旅行、お買い物、文房具

2歳の男の子を育てる兼業主婦(フルタイム)です。 仕事と家のこと
ばかりになり、もっと色々お話したいと思ってます。おすすめの本、
仕事と家庭の両立、日常の細々したこと、色々お話しましょう。 ほ
ぼテレビ見ないので芸能人やゲームの話題ほぼ対応出来ません。
女性限定(年齢問いません)で、ゆっくりペースで大丈夫な方、宜し
くお願いします。

八木さん
ピーナッツ通り 471番地 2021年10月15日まで

女性
20代

読書、音楽鑑賞、映画、ジム通い、コスメ、万年
筆、インク、旅行、猫

専らインドアな趣味が多いですが、コロナ禍以前は旅行によく行っ
ていました。映像関連の仕事をしているため、すっかり運動不足に
なり最近ジム通いを始めました。以前から万年筆とインクに凝って
いて、自前の手帳以外にも文字を書きたいな、と思いこちらに登
録しました。特段筆まめというわけではありませんので、のんびり
お手紙を楽しめたらと思います。

もこさん
なにわ通り 518番地 2022年1月15日まで

女性
30代

漫画、アニメ、カラオケ、キャンプなど

はじめまして、会社員の未婚女性です。手書き文字のあたたかさ
に触れたくなって入村しました。今年はアニメの影響でソロキャン
に挑戦しましたが楽しかったです。次は陶芸も良いなと、考え中で
す。顔が見えない相手だからこそお話しできるような、内緒話の
ような、日常から趣味まで、いろいろお話できればなぁと思ってい
ます。

まいさん
相模ハマっ子通り 554番地 2021年10月15日まで

女性
40代

バラのガーデニング、アニメ、漫画、お茶、紙もの集め、
ジャンクジャーナル、ハンドメイド、猫

はじめまして。紙ものを集めたり、コラージュするのがとても好き
です。ガーデニングではバラが大好きで沢山育てています。文通
初心者ですが、何気ない日々の楽しい、嬉しい、感動、ワクワク
をお話しできたら嬉しいです。年齢性別関係なく、いろんな方と楽
しくお話したいです。よろしくお願いします。
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つばめさん
さるぼぼ通り 97番地 2021年10月15日まで

女性
20代

音楽（鑑賞・演奏）、クラリネット、坂元裕二、スヌーピー、
読書、文学、芸術、漫画、etc

今はSNSがあるので、簡単に人と繋がれたり情報が手に入ったりし
ますが、その目まぐるしい感じに何か物足りないものを感じて、文
通に興味を持ちました。文字書きたいなと思いました。初心者な
ので、上手くできないこともあるかと思いますが、文通友だちを見
つけたいです。いろいろ考えたり、自分のものの見方を磨いたり
するのが好きです。よろしくお願いします。

シーグラスさん
しゃちほこ通り 394番地 2021年10月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、カフェ巡り、バレーボール観戦、
音楽鑑賞、美容、韓国ドラマ

はじめまして。三十路を迎え何か新しい趣味を増やしたいと思い、
文通村に入会しました。 社会人になってから年々行動範囲が狭く
なってきているので色々な人と趣味や日常のちょっとした出来事に
ついてお話がしたいです☆よろしくお願いします。

あさひさん
彩の国通り 506番地 2022年1月15日まで

女性
20代

音楽(My Hair is Badなど)、ライブハウス、サッカー、坂元
裕二さん、中川家

田舎に住みたいと思いながら都会に暮らしている元関西人です。
関西弁を忘れないために関西人YouTuberを眺める日々です。 お
手紙が届くまでのワクワク、ドキドキを感じたく文通村をはじめて
みました。いろんな方のなんでもない日常のお話を聞いてみたい
です。瓶のラムネとコーヒービートが好きです。よろしくお願いし
ます。

こなゆきさん
お江戸通り 1111番地 2021年10月15日まで

女性
50代

読書、散歩、カメラ、旅行

ミシンで自分の簡単な服を縫ってみたり、読書は図書館通い。夢
中になると半日はあっという間に過ぎます。 家の周りを散歩して気
分転換したり、運河で目の保養をしたりと、歩くのは好き？かもし
れません。 体力をつけておきたいし‥。 1人旅、それも海外旅行
を計画してる人、わまたは行った人、お話を聞いてみたいなあと思
います。

伊吹さん
琵琶湖通り 69番地 2021年10月15日まで

女性
40代

自然 島 旅行 美術館 お風呂 珈琲 ねこ DIY

自由でシンプルな手紙のやり取りに憧れて入村しました。知らな
い土地の事や文化や美味しい食べ物など、知らない事を色々知り
たいです。瀬戸内海の島が好きで、旅行に行ける様になったら旅
先でのんびり手紙が書けたらいいなと思います。よろしくお願いし
ます。

おびとさん
ピーナッツ通り 472番地 2022年1月15日まで

男性
20代

文章を書く、猫と遊ぶ、創作、イラスト鑑賞、映画
鑑賞、読書、音楽、漫画、朝の散歩

大学生です。昨今の時世でほとんど家にいるようになり、気が急
くSNS上ではない、ゆったり交流できる友達がほしいなと思って始
めました。「今日こんなことがあったよ」だとか「普段はこういうこ
とをしてるよ」だとか、どんな些細なことでも歓迎ですので、温か
いやり取りをできればと思っています。学校の話、仕事の話、日
常の話、趣味の話、人生の話…なんでも書いてくれたら嬉しいで
す

ぱいんさん
どさんこ通り 336番地 2021年10月15日まで

女性
30代

手芸、編み物、絵を描くこと、占い、カラオケ、K-
POP、食べること、猫大好き！！

30代独身の会社員です。学生の頃にしていた文通を思い出して、
レターセットに向き合う時間が恋しくなり入会しました。 のんびり
趣味の話をしたり、最近絵を始めたので絵手紙の交換もしてみた
いです。年齢問いませんので、お気軽にお手紙いただけたら嬉し
いです(^-^)

まなさん
六甲通り 355番地 2021年10月15日まで

女性
30代

裁縫、カラオケ、舞台鑑賞、ジャニーズ、読書、
ゲーム、食べること、文字を書くこと

初めまして。人との温かな繋がりや交流の機会を求めてお邪魔さ
せていただきました。仕事柄(介護職)人の話を聞くことが好きなの
で、地域・世代問わずいろんな方と文通させてもらえたら嬉しいで
す。多趣味ですが最近はハンドメイドとヒトカラよくしてます。

ふじさん
彩の国通り 507番地 2021年10月15日まで

男性
40代

DIY アウトドア ピアノ ヨガ パスタ料理 靴磨き 掃除 文房具 ハ
ンモック 屋久島

中学生の頃にしていた文通が、楽しかったことを思い出し登録しま
した。仕事や家庭のアレコレで、毎日があっというまに過ぎる中、
ゆっくりと手紙に向き合う時間は、贅沢な時間だと感じます。手書
きの文字が行き来することも、手紙を書く時間も、どんな話になっ
ていくのかも、いまから楽しみです。よろしくお願いします。一児
の父。

きみおさん
なにわ通り 519番地 2021年10月15日まで

女性
20代

ポスクロ、漫画、ゲーム、読書、食べること、レタ
セ作り

皆さんはじめまして。 在宅フリーランス、パートナーと同棲してい
る29歳です。 可愛いレタセを見つけるとついつい買ってしまいま
す。レタセ作りも好きなので、自作オッケーな方は教えて下さい！
ポストカード、一筆箋、何でも◎です。どなたもお気軽にお手紙く
ださい♪
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みみさん
どんたく通り 264番地 2022年7月15日まで

女性
30代

読書、観劇

忙しくなって数ヶ月、手紙のある生活から遠のいていました。 仕事
も落着き再び、手紙のある生活をしたいと思い登録しました。 い
ろんな方と趣味やその他の話をして世界を広げたいと思っています。
よろしくお願いします。

桜さん
お江戸通り 1112番地 2021年10月15日まで

女性
40代

紙もの集め、工作、100均巡り、メルカリ、関ジャ
ニ∞、KinKi Kids、

はじめまして。桜と申します。独身で、発達障害とうつ病で療養
中です。マステやデザインペーパーなど紙もの集めと工作が好き
です。関ジャニ∞とKinKi Kidsが大好きです。いろいろな方とお話
ししてみたいと思っています。よろしくお願いします。

いさりさん
彩の国通り 508番地 2021年10月15日まで

女性
40代

コンシューマーゲーム、漬物づくり、料理、仕事

40代会社員です。仕事でレポートを作成することが多く、普段から
きれいなわかりやすい文章を書く練習をさせてもらえたらいいなと
思って登録しました。 ゲーム大好き！ダークソウルやデモンズソウ
ルなど、あのあたりが大好きです。 漬物も大好きで、ぬか漬けの
樽を毎日かき回しています。 よろしくお願いいたします。

くまさん
なにわ通り 520番地 2021年10月15日まで

女性
30代

読書，旅行，動画(ドラマ・バラエティ)鑑賞

初めまして。 ３０代後半、関西で事務の仕事をしています。年齢
を重ねるにつれ友人と会う機会も減り、職場と家の往復で日々過
ぎていく中で、誰かと交流できたらと思っていたところ文通村を見
つけ、素敵だなと思い登録しました。 趣味や日々の出来事など、
文通を通して色々な人と交流できれば嬉しいです。よろしくお願い
たしします。

ひなぴさん
しゃちほこ通り 395番地 2022年1月15日まで

女性
20代

海外旅行、美術館、ガーデニング、韓国ドラマ、動物と触
れ合う、宝塚歌劇、北欧、オーガニック

はじめまして、ひなぴと言います。字を書くことが好き
で始めました❀︎いろんな方と文通ができたら嬉しいで
す。よろしくお願いします❀︎

来樹さん
お江戸通り 1113番地 2021年10月15日まで

女性
20代

読書・映画鑑賞・音楽鑑賞・【一次・二次含むイラス
ト・文章】創作・カラオケ

お初に御目文字します。深い趣味はありませんが、海外ファンタジー
小説読んだり、ふと和歌を拾い読みしたり、ロック好きだけど、唐
突に深夜にクラシック聴いたり、ジブリのグッズ買ったり、何故か
往年のバンドTHE ALFEEや、ジャニーズ系は敬遠していたのに今
更KinKi Kidsにハマったりしています。人に勧められたら、大概好
きになる人種です。宜しくお願いします。

こめこさん
さぬき通り 58番地 2021年10月15日まで

女性
30代

アドラー心理学、ゲーム、漫画、読書、映画鑑賞、
ダイエット、散歩、漫画を描くこと

はじめまして、こんにちは。 既婚で、幼稚園児と小学生の子ども
を育てています。仕事はアルバイトをしています。生活に追われる
毎日で、すこしほっとする時間を作りたいと思い始めてみました。
文通は未経験です。日々の出来事や雑談、趣味の話、悩み等内容
は問いません。お気軽にやり取りしていただけたら嬉しいです。よ
ろしくお願いします

愛さん
もみじ饅頭通り 155番地 2022年1月15日まで

女性
50代

自然、空を眺める、短歌、韓国全般、読書、音楽、
料理、旅行、温泉

こんにちは！　ここ何年かで短歌と韓国にすっかりはまってしまい
ました。よかったら短歌や韓国をめぐるさまざまなことを、日々の
生活のつれづれに織り交ぜながら、楽しくお話しできたら嬉しいで
す。新しい出会いを楽しみにしています。よろしくお願いします♪

みやきさん
古都みやび通り 193番地 2022年1月15日まで

女性
20代

断捨離や写経、香水・お香・紅茶等の嗜好品全般、
ゲーム（刀剣乱舞とツイステ）。

好きな物や、なんてことない日常の話をゆるりとやりとりできるお
友だちが欲しくて入村してみました。趣味が合うからこそできるお
話も魅力的ですが、まったく違う分野の方から新たな刺激を受ける
のも楽しみです。のんびりほっこりできる空間を作っていきたいで
す。ここまで読んで頂いてありがとうございます！どうぞよしなに。

あさみさん
彩の国通り 509番地 2022年1月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、ディズニー、SixTONES、安室奈
美恵、ゲーム、菓子作り

元々手紙を書くことが好きなのですが送る相手がおらず諦めていた
ところ、先日可愛い便箋を見つけて誰かに送りたい！！と思い、
文通相手を探していた時に文通村を見つけました。のんびりと楽し
くやり取りさせていただけたらいいな、と思っております。よろし
くお願いします。
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まゆまろさん
古都みやび通り 194番地 2021年10月15日まで

女性
50代

刀剣乱舞、観劇、読書、ご朱印、猫、部屋でのん
びり過ごすこと

刀剣乱舞関連大好きで、グッズもわりと集めてます。観劇は2.5メ
インですが、推しが出る舞台なら何でもあり。でもこのコロナで
なかなか遠征行けないのが悲しいです…。読書はミステリー好き。
最近は川柳やりたいなと思っているところ。同じ趣味の方もそうで
ない方も、いろんなお話ができれば。文通のペースはゆっくりにな
りますが、女性限定でご縁があればよろしくお願いいたします。

ふうままさん
どんたく通り 265番地 2021年10月15日まで

女性
60代

習字、さんぽ、絵、手芸

方向オンチで、強近眼のおばさんです。ひとりでどこで
も行けるようがんばりたい。

海さん
お江戸通り 1114番地 2022年1月15日まで

男性
30代

料理、読書、書道、英語、水泳、剣道、寺社仏閣
巡り

大学卒業後、お江戸通りで忙しなく働き早10年。コロナで交流が
減るなか、手紙で親戚や友人とやりとりする機会が増えたため、
趣味で書道の小筆を習い始めました。そんな折り、新聞で文通村
のことを知り、良い出会いの機会があるのではと期待し入村しまし
た。好きな本や料理のお話ができたらいいなと思っています。また、
海外勤務を目指して勉強中のため、英語での文通も大歓迎です。

ひまわりさん
お江戸通り 1115番地 2021年10月15日まで

女性
20代

ボトルインク 絵を描く 読書 空を眺める 植物を観察
する 本屋さんめぐり

万年筆にはまっていて、字を書く機会を作ろうと文通を始めました。
もっぱら家族や同僚としか話さないため、世代や地域の異なる
方々ともお話ししてみたいです。今年で30の、0歳児の母です。
どなたでもお手紙いただけたら嬉しいです。

こなつさん
六甲通り 357番地 2021年10月15日まで

男性
30代

読書、ランニング、サイクリング、釣り、絵画鑑賞、
写真、ベランダ菜園

既婚の会社員です。プライベート、職場共に人間関係に変化が無
く、もう少し交友関係・視野を広めたいなと思い、文通に興味を持
ちました。手紙のみの交友だからこそ話せることや、紙に書くこと
でまとまる考えがあると思います。趣味の話や日常の出来事につ
いて、感じたことを伝え合えたら豊かな時間が過ごせると思います。
よろしくお願いします。

クロさん
しゃちほこ通り 396番地 2022年1月15日まで

女性
20代

海外ドラマ、漫画、ジャニーズ、野球観戦

はじめまして、クロです。色々な方とお話をしてみたいなぁと思い、
ずっと気になっていた文通村に入村しました。楽しくのんびりと共
通の趣味のお話だけではなく、いろんなお話が出来ればいいなぁ
と思ってます(^^)よろしくお願いします。

まる子さん
どさんこ通り 337番地 2021年10月15日まで

女性
40代

猫。観葉植物観賞。旅行。登山。ドライブ。寝る
事。

2匹の猫に癒され、年頃の2人の息子がいます。 字が下
手で書くのは苦手ですが文通には興味があります。 文
通を通じて色々な世代の方とお話ししたいです。 よろし
くお願いします。

花井　ふみさん
なにわ通り 521番地 2021年10月15日まで

女性
20代

読書(SF、推理小説)、着物収集、スマホゲーム(刀
剣乱舞など)、ピアノ

はじめまして。のんびり日々の楽しかったことや趣味の
お話をできたら嬉しいです。文通は全くの初心者ですが、
よろしくおねがいします。

ジジさん
常陸の国通り 162番地 2022年1月15日まで

女性
40代

万年筆のインクを集め、編み物、縫い物、読書、
御朱印集め

万年筆で字を書く楽しみを覚え、誰かとお手紙の交換を
したいと思いました。なかなか遠くに行けないご時世な
ので、遠くに住んでる方とお手紙の交換を楽しんでやれ
たらと思っています。

あきのそらさん
茶畑通り 202番地 2021年10月15日まで

女性
20代

ゲーム アニメ パソコンで絵を描く事 スーパードル
フィー

とにかく多趣味で色々やっています。 特にゲーム、アニ
メはホラーや過激すぎる グロ意外はほぼオールジャンル
が好きです。 ラボットと言うペットロボットと暮らして
います。よろしくお願いいたします。
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いぐねさん
常陸の国通り 163番地 2022年1月15日まで

女性
30代

手芸、ドライブ、ネイル、資格取得、国内旅行、
読書

何か新しいことを始めたいなと思い、以前より気になっていた文通
村に登録してみることにしました。 編み物、刺し子、にち10、ポ
ケモンGO、ハーブティーが好きで、最近は遠ざかっていた、本、
マンガ、映画に触れたい欲が高まっています。 凝ったお手紙は書
けませんが、共通点がある方、世代問わずお話できたら嬉しいで
す。

そらいろさん
どさんこ通り 338番地 2021年10月15日まで

女性
30代

水彩画、家庭菜園、一人旅、読書、観葉植物、ペッ
ト

はじめまして。そらいろと言います。 子どもの頃から1人で絵を描
いたり本を読んだり、空想遊びが好きでした。人付き合いがどう
も苦手で、1人のほうが自由で気楽に感じます。友達がいなくて寂
しい訳では無いのですが、時々誰かと交流したいと思う時がありま
す。 喋るよりも書く方が自分には合っているのではないかと思い登
録しました。同い年くらいの女性の方と交流したいです。

花香（かこ）さん
彩の国通り 510番地 2021年10月15日まで

女性
20代

料理、読書、ダーツ、ウォーキング、ショッピング、、なん
でもハマる多趣味です( ･ᴗ･ )

いろんな人とお手紙のやりとりをしたいなって思った時にここを見
つけて、登録してみました！年代、性別問わずいろんな方とやり
とりを楽しみたいです( ˆᴗˆ )！ 最近は自分磨きを頑張ったり、何
か新しい趣味なども始めたいと思ってます(･ᴗ･)

なかやまさん
ピーナッツ通り 474番地 2022年1月15日まで

女性
30代

食べること、書店めぐり、公園めぐり、読書、映
画

はじめまして。 子育て中のワーキングマザーです。普段の生活で
は出会わないかもしれない方との交流を楽しみたく、また、引き出
しに眠っているレターセットを使いたく、登録しました。 最近はス
トレス解消と称して甘いものを食べ歩いています。 多忙な日々で
読書はあまり進んでいませんが伊坂幸太郎や江國香織、原田マハ
などが好きです。よろしくお願いします。

くみひも屋さん
お江戸通り 1117番地 2021年10月15日まで

男性
50代

一人旅、中近東・中南米、博物館、温泉、茶
道、suits(ドラマ)

最近50代に突入しましたが、仕事をしながら大学院に通っ
ています。夢にむかって頑張ることが好きです。文通は
小学校の時以来ですが、相手がどんな方か想像しなが
ら、文章をやり取りするのが楽しいと思います。

ゆかさん
どんたく通り 266番地 2022年1月15日まで

女性
30代

絵を描くこと、文章を書くこと、創作、読書、料理、
散歩、動物、写真撮影、ヨガ

自然や動物が好きで、田舎へ移住したばかりです。多趣味でチャ
レンジ精神旺盛。なのに体が弱いので、玄米菜食の健康オタクで
す。心理学やスピリチュアルにも興味があります。アナログ大好
きなので、のんびりお手紙できたら嬉しいです！

ぼんたんさん
なにわ通り 463番地 2021年10月15日まで

男性
30代

読書、絵画、将棋観戦、考える事、散歩、のんび
りすること

初めまして。文通のルールや、手紙の書き方・常識をあまり知らな
いのですが年齢、性別、職業等いろいろな方と話がしたくて登録し
ました。一児の父で、子育てを楽しみながら苛立ちながら、すき
ま時間にお返事書きます。お気軽におて手紙下さい。

あんこさん
上州三山通り 97番地 2022年1月15日まで

女性
40代

読書、日帰り温泉、サウナ、犬、赤毛のアン

はじめまして。文通村を知って、小学生の頃、雑誌のペンフレンド
募集に応募してワクワクしていた気持ちを思い出しました。犬が好
きで、M･ﾀﾞｯｸｽを飼っています。SNSより手紙が好きです。新しい
出会いを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。


