
第279号 2021年7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。
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望さん
上州三山通り 12番地 2022年7月31日まで

女性
40代

お茶、紅茶、茶器、陶器市、美術館、メルカリ、バイキン
グ、バス旅、古着屋さん、書斎、裁判傍聴

結婚を機に地元を離れ夫と2人暮らしです。仕事は事務職をしてい
ます。友達作りのため合唱団に入っています。地元を離れて頑張っ
ている方。お子さんのいない兼業主婦の方。美術館に行かれる方。
ローカルなお話ができる群馬の方。一筆箋・ポストカード等のミニ
文通も大歓迎です♪質問のお返事のみの受身の方はお断りします。
会話の元となる、質問や話題提供ができる方が一番の条件です。

かおるさん
常陸の国通り 48番地 2022年1月31日まで

女性
20代

動物、海外ドラマ、アニメ、文房具、ディズニー、
楽器、あつ森

２歳の娘の子育て中の主婦です。 普段は家で娘とまったり過ごし
ています。 万年筆、インク、マスキングテープ 等文房具全般が大
好きで娘が寝てからの時間は 4畳ほどの書斎にこもり、毎日文房
具を愛でています。 年齢性別趣味の合う合わないに関わらず
色々な方とお手紙を通してお話ししたいなと思っています。 よろし
くお願いします！

文さん
紀州通り 13番地 2022年7月31日まで

女性
20代

読書、料理

FTM（体が女性、心が男性）のパートナーとチワワ2匹、ハムスター
１匹と暮らしています。生まれつきの障害があり、口頭で話すの
が困難です。ゆっくり話せる文通をしてみたく、始めてみました。
読書と料理が好きで、毎日のんびり暮らしています。同じように日
常を自分のペースで過ごしている方とお話したいです、よろしくお
願いします。

とうのさん
とちおとめ通り 52番地 2022年1月31日まで

女性
20代

読書、紅茶、カメラ(初心者)、食べ歩き、博物館
巡り

1度多忙につき退会しましたが、落ち着いたので再入村しました。
同じ趣味の方とオススメを教えあったり、私のまだ知らない趣味や
世界のお話を聞いたり、日常の何気ない出来事の報告だったり、
そんな沢山のことを文通を通してお話出来たら嬉しいです。

美里さん
ピーナッツ通り 346番地 2021年10月31日まで

女性
20代

文芸、万年筆など

美里と申します。 手書きの文字を見ること、 他の方の書いた文章
を読むことが好きで、 再入村させていただきました。 時折多忙に
なることがあるので、 月一往復するかしないか程度の ゆっくりペー
スでやり取りしたいです。

梅子さん
かすていら通り 51番地 2021年10月31日まで

女性
30代

裁縫や手芸、絵を描くこと

梅子（うめこ）申します。 精神的な障害があり、作業
所に通っています。 お互いの趣味の話や日常のこと、興
味のあることなど、色んな話を出来たらいいなと思って
います。 よろしくおねがいします。

ふみともさん
ピーナッツ通り 379番地 2021年10月31日まで

女性
40代

文通、お手紙、お出かけ

はじめまして。 沢山の方々の中から目にとめて読んで頂きありが
とうございます。 文通やお手紙が大好きです。 好奇心旺盛なので
色々なお話しが出来たらいいですね。 可愛いものも大好きです。
趣味や年齢や性別や地域等問いませんのでお手紙頂けたら嬉しい
です。

くれはさん
茶畑通り 200番地 2022年1月31日まで

女性
40代

絵を描くこと、少女漫画、手帳、マスキングテープ、万年筆
やボールペン、音楽、スマホゲーム

再入会しました。最近は万年筆にハマっています。インク瓶は使い
切れないのでカートリッジタイプですが、いろいろな種類があって
楽しいですね！ そのほか絵を描いたり、手帳をデコってみたり。
スマホゲームは、ツイステ、あんスタMusic、リヴリーアイランド
をゆるっとやっています。よろしくお願いいたします(^^)



第279号 2021年7月31日
　　2

Miyaさん
上州三山通り 101番地 2021年10月31日まで

男性
50代

Camera

お願いします

笑愛さん
どさんこ通り 339番地 2022年7月31日まで

女性
40代

懸賞・プレゼント交換・写真・ドライブ・読書

心からのお手紙交換が出来る方を募集しています。人数やレタセ
の質や切手の質では無く「心」からの文通を望んでいます。 私の希
望としましては、心が綺麗な方 意見や価値観の違いはどんな人で
もありますし、末長く続けられる努力をしてくださる方、おばあちゃ
んになるまで続けられたら嬉しいです。 素敵な出会いを心よりお
待ちしています。

羽椛さん
信玄通り 38番地 2021年10月31日まで

女性
50代

ドライブ 温泉 文房具 猫 美味しいもの ポケモンGO

子供達との時間が過ぎ去りましたが、可愛い孫達との嬉しい時間
ができました。 自分の時間も大切にしていきたい！と思う今日こ
の頃です。 日記とまではいきませんが、手帳に書込むのを楽しん
だりしています。 同年代の方々と文字での会話を楽しみたい
なぁ....... どうぞよろしくお願いします。

凛さん
彩の国通り 511番地 2021年10月31日まで

女性
20代

読書、映画・ドラマ・アニメ鑑賞、音楽鑑賞、水族
館、美術館巡り、漫画、

はじめまして。おうち時間が増えた折、たまたまこちらに巡り合い
入村しました。本を読むことが大好きで、休日は大体一日中本を
読んでいるか、図書館や本屋さんにいることが多いです。年齢、
性別問わず様々な方とお便りできたら嬉しいです！

kozuさん
相模ハマっ子通り 555番地 2021年10月31日まで

女性
40代

YouTube視聴、雑貨、文房具（特に紙もの）、実話怪談、
読書、手芸、音楽鑑賞、暮らし

はじめまして(*^^*)40代、小学生2人子育て中です。仕事は介護を
しています。最近、ポストクロッシングを知っていろいろ検索して
いるうちに、文通村に出会い、興味を持ちました。のんびりと楽し
く♪何気ないことや趣味なこと、いろんなことを織り交ぜながら、
やり取りさせていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたしま
す。

なちるさん
きびだんご通り 107番地 2021年10月31日まで

女性
20代

料理、車、カフェ巡り、DVD鑑賞、お昼寝、ミッ
フィー、絵本

幼稚園に通っていた頃から、お手紙を出したり、もらったりするの
が大好きでした。 今は携帯ですぐにメッセージが送れるようにな
りましたが、可愛いメモ帳や便箋を見つけると、つい購入してしま
います。貯めてないで使おうと思い、入会しました。

nanaさん
彩の国通り 512番地 2022年1月31日まで

女性
50代

読書　音楽鑑賞　散歩　水泳　（投資）

通勤電車で本を読むことと、きれいなプールで泳ぐことが好きです。
この日本のどこかで私と全く関係のない生活を送っている誰かと文
通できるなんて素敵なことだと思い、入会致しました。日常のささ
いな内容で構わないので、楽しく文通できたらいいなと思います。
よろしくお願いいたします。

ちよさん
もみじ饅頭通り 156番地 2021年10月31日まで

女性
40代

　ライブ　手仕事　文具好き　植物栽培　神社仏
閣巡り　珈琲好き

コロナの影響でなかなか行けなくなりましたが、ライブが好きで、
斉藤和義、岡村靖幸、久保田利伸、レキシなどライブがあると行っ
ていました。家や職場では観葉植物などを試行錯誤しながら育て
ています。よなよなお気に入りの万年筆やガラスペンで何かを書く
のが楽しみで、日中はせっせと仕事に勤しんでいます。2匹の犬と
楽しく過ごしています。よろしくお願いします。

すずさん
杜の都通り 164番地 2021年10月31日まで

女性
40代

ドライブ、国内旅行、温泉、読書、各地の醤油の
味見、プランターで野菜作り

夫と息子(中学生、小学生)２人の4人暮らしです。パートで働いて
います。こどもの環境が変わるにつれて、仲のよかったママ友達と
少しずつ距離ができるのが寂しく感じます。10代の頃、文通して
いたことが懐かしくなり入会しました。趣味に色々と書きましたが、
何もしたくない休日は、レンタル漫画を山ほど借りてきて、丸1日
読んで過ごすぐうたらです。女性限定でお願いします。

すずめさん
常陸の国通り 164番地 2021年10月31日まで

女性
10代

イラスト　読書　漫画　映画鑑賞　手芸　ミッフィー

社会人2年目です。最近の休日は，ビーズでアクセサリーを作った
り，小説を読んだりして過ごしています。好きなバンドはTHE
BLUE HEARTSです。趣味のことや日常のことお話できたら嬉しい
です。よろしくおねがいします☺︎
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やよいさん
お江戸通り 1118番地 2021年10月31日まで

女性
30代

映画鑑賞（「桜桃の味」が好きです）、裏千家茶
道、落語、スパイスカレー 、美術

平成4年の早生まれ、現在2歳の娘を育てるワーママです。大人に
なるとなかなか新しい人や物との出会いがないなぁ、と思い登録し
ました。お互いの生活や趣味について、取り留めなく気軽に、楽し
い文通ができたら嬉しいです。

雨さん
相模ハマっ子通り 556番地 2021年10月31日まで

女性
30代

手芸、ゲーム(ポケモン剣盾、あつもり)、漫画(鬼滅)、ゲー
ム実況(レトルトさん、キヨさん)

はじめまして。 雨(あめ)と申します。 沢山ある便箋を有意義に使
いたいと思い入村しました。 ご年齢、性別を問わず色々な方とお
話してみたいと思っています。 文字数制限で趣味欄が偏ってしまい
ましたが、大体何にでも興味を持てる性格なので、お気軽にお手
紙頂けると嬉しいです。趣味が被らない方とも(例/ポケモンは分か
らないという方など)お話したいです。

ももくまさん
越中通り 65番地 2021年10月31日まで

女性
40代

読書、映画鑑賞

「テスカトリポカ」も「ケーキ王子の名推理」シリーズも大好きです。
筒井康隆、千葉雅也、佐藤雅彦は新刊が出るのを楽しみに。漫画
は恋愛物が特に好きで最近では「煙と蜜」、また花田祐実作品など。
現在はKlara and the Sunと格闘中。

さわさん
ちょるる通り 64番地 2021年10月31日まで

女性
40代

読書　編み物　ドライブ　カフェ　文房具

はじめまして。さわと言います。子供は独り立ちし、
猫2匹と暮らしています。文通は初心者ですが、垣根な
く色んな方と楽しいやり取りができたらと思っています。
よろしくお願いします。

なこさん
信玄通り 39番地 2021年10月31日まで

女性
20代

マンガ、アニメ、読書、映画鑑賞、国内旅行、掃除、料理、
ドライブ、博物館の観覧、神社仏閣巡り

マンガやアニメが好きで、たくさん集めて読んでいます。
映画はアニメとアクションが好きです。 歴史がとても好
きで、聖地巡礼も行きます。 趣味が同じ人とお話がで
きれば嬉しいです。

るなさん
上州三山通り 102番地 2021年10月31日まで

女性
10代

読書、ランニング、映画鑑賞、youtubeを見ること、
アイドルの曲を聴くこと

るなです。現在18歳で浪人生です。趣味は小説を読むこと、ラン
ニング、洋画を見ること（プラダを着た悪魔、最近のふたり）、
アイドルの曲を聴くこと（Zoc、ファムファター
ル、AKB48）、youtubeを見ること（東海オンエア、キヨ）です。
始めたばかりなのですが優しい方と仲良くなりたいです。よろしく
お願いします。

こまちさん
どんたく通り 267番地 2021年10月31日まで

女性
20代

読書、アイドル、おいしいものを食べること

便利なLINEもいいけれど、相手のことを思いながらお手紙を書く
時間は、自分にとって、とても格別の時間です。 どんなお話でも
大歓迎です！趣味のこと、最近の出来事、本当になんでも！ たく
さんの方と、お手紙を通して出会えたら嬉しいです。

よしみんさん
お江戸通り 1119番地 2021年10月31日まで

女性
40代

ハンドメイド　紙物集め　ピアノ　

最近、姪っ子と文通を初め、手紙を書く楽しさや貰う嬉しさを感じ、
他の方とも文通をしてみたいとおもいました！ やはり、メール
やLINEでは味わえない暖かみのある手紙交換をしたいです！ レター
の質など、私は気にしませんので、同じく気にならない方とか良い
ですね！ 悩みや相談、日頃の感じた事など色んなお話しが出来る
と嬉しいです！ 宜しくお願いします！

はるひさん
越後通り 114番地 2021年10月31日まで

女性
50代

昭和歌謡・フォーク・ニューミュージック等の音楽鑑賞、カラ
オケ、ライブ、ファッション

こんにちは。歌が好きで、カラオケでは明菜ちゃん、百恵ちゃんを
よく歌います。以前は色々なアーティストのライブを楽しんでいま
した。大変なことも沢山ありますが「今が一番幸せ」と思って生き
ていけたらいいな、と願っています。世代問わず、のんびりと交流
できたら嬉しいです。

ゆりさん
六甲通り 358番地 2022年1月31日まで

女性
20代

おしゃべり、美容、健康、カラオケ

はじめまして。美容や健康のお話をする事が大好きです！小中学
生の頃に手紙を書くのがとても好きだった事を思い出し、登録して
みました。小学生の頃は小説家になるのが夢で自分で思いついた
物語などを書いていました。 12月に子どもを出産予定なのでお返
事が遅くなる事もあるかもしれないですが、沢山の事をお話しした
いです。 宜しくお願い致します。
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あおさん
相模ハマっ子通り 557番地 2021年10月31日まで

女性
40代

散歩、自転車、絵本、猫と遊ぶ

自然の中で、気ままにのんびり過ごすことが大好きです。 季節の
花が咲いたら嬉しくなり、渡り鳥が無事産卵して巣立つのを見ると
幸せになります。あなたの幸せを教えてください。その他、日常
のあれこれなども。よろしくお願いします。

高菜＊さん
なにわ通り 522番地 2021年10月31日まで

女性
20代

アニメ、漫画、ゲーム、絵を描く、吹奏楽、文房
具、読書

中学の頃にアニメ・漫画・ボカロにハマり、大人になった今でも大
好きです！たまに絵を描きます。最近はアイナナやあんスタ、ス
タオケなどを主にやっています。少年漫画も大好きです！ 文房具
も好きでよく集めています。 中学からずっと吹奏楽をやっていて、
中学→Perc、高校・専門学校→Fgでした。現在は楽器関係の仕事
をしております。たまに市民楽団でFgを吹いています！

じゅんさん
かぼす通り 50番地 2022年1月31日まで

男性
20代

読書、アニメ、ネットラジオ、自作パソコン、ドラ
イブ

20代の学生です。小説や映画の中に出てくる"手紙でのやりとり”
というものに惹かれ、いろいろ調べていたらこの村にたどり着きま
した。年齢、性別、話題問わず気軽にお手紙いただけると嬉しい
です。あと人のおすすめのモノ（映画、音楽、本、漫画、アニメ
などなど）を見たり聞いたりするのが好きなので何かおすすめを
教えていただけるととても喜びます。

ぺこえみさん
お江戸通り 1120番地 2021年10月31日まで

女性
30代

読書、料理、アニメ鑑賞、筋トレ、文具、手帳、お絵かき、
ドール、ゲーム、バイク、キャンプ

書くことが好きで、中学生の頃文通をしていました。また文通した
いと思い参加しました！猫と一人暮らしです。文房具が大好きで、
手帳に日記を毎日つけています。何にでも興味を持つタイプなの
で色々な世界を知りたいです。お手紙で色々お話ししましょ
う(*^o^*)よろしくお願いします。女性に限らせていただきます、す
みません…。

オフタイムさん
もみじ饅頭通り 3番地 2021年10月31日まで

男性
50代

モノ作り　自然遊び　読書　ドライブ　ひとりの時間　カフェ
巡り　温泉巡り　ミニ旅　神社巡り

こんにちは。オフタイムと申します。自分と向き合えるひとりの時
間が好きで休みの日には自然の中で趣味を中心に四季折々楽しく
過ごしています。お手紙を通してホッと安らげる時間や心の繋がり
が広がっていくことを願っております。あなたからのお手紙をお待
ちしております。

みほぺんさん
相模ハマっ子通り 558番地 2021年10月31日まで

女性
30代

イラスト　読書　刺繍　育児

はじめまして‼︎みほぺんと申します。手紙を書くことが大好きで
す。手紙を純粋に楽しみたいです。日々の出来事をイラストにし
て日記を書くことが日課です。時々、絵本を描いたり手芸をして楽
しんでいます。読書をする事も自分にとって大切な時間です。文
通してくれる方には心を込めて楽しい気持ちになってもらえるよう
な手紙が書けたらいいなと思っています。

瞳さん
さがん通り 33番地 2021年10月31日まで

女性
40代

読書（漫画・小説）、紙の本がたくさんあるところ
にいること、プランター野菜作り

お気に入りのレターセットを手に入れては、子供のころは友達とで
きていた文通が、今の時代だとなかなかできず、なんとなく誰か
と文通してみたいなと思い、文通村にたどり着きました。日常の
ちょっとしたこと、最近読んだ小説の話などができると嬉しいです。

ゆみさん
越後通り 115番地 2021年10月31日まで

女性
50代

ヨガ

手紙を書く事が小さい頃から大好きで学生の頃から文通
をしていました。子育ても終わりこれからは自分を大切
に今やりたい事をしたい!と思っています。明日はわから
ない時代です.今の気持ちに正直に生きたいです

とろろさん
しゃちほこ通り 397番地 2022年1月31日まで

女性
20代

旅行、散歩、読書、ジャニーズ、ドラマ

はじめまして。何か新しいことを始めてみようと思い、登録しまし
た。旅行はディスニーが好きで以前はよく行っていました！お笑い
番組なども観ることが好きです。日々の出来事などいろいろなお
話をしてみたいです！おすすめの趣味や日常のことなど視野が広
がればいいなと思っています。

はるきさん
桜島通り 71番地 2021年7月23日まで

女性
20代

アニメ鑑賞、ビーチコーミング、写真撮影

ビーチコーミングと写真撮影が好きです。紙モノ好きが
転じて、文通村を始めました。昔はよく手紙交換をして
いましたが。最近はめっきり...色んな方と交流出来たら
と思います。
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たつやさん
お江戸通り 1121番地 2021年10月31日まで

男性
30代

マジック　映画鑑賞　グルメ　音楽鑑賞　占い
バイク

都内独身33歳の会社員です。効率重視の日常で、丁寧
なコミュニケーションが恋しくなり文通を始めてみようと
思いました。好奇心は強い方なので、色々お話を聞か
せて欲しいです。

あさぎさん
もみじ饅頭通り 158番地 2021年10月31日まで

女性
50代

映画、海外ドラマ、猫、ガーデニング、DIY、読書、ドライ
ブ、食べ歩き、パズル、ゲーム

鹿が庭の花を食べにくるような田舎に住んでいます。文通は初め
て。慌ただしい毎日にふと足を止めてみたくて、ゆっくりお返事が
待てる文通を始めてみようと思いました。子供も巣立ち、猫6匹と
共同生活中。毎日観るほど映画や海外ドラマが好きです。読書、
ガーデニング、DIY、音楽、食べ歩き、興味があることを少しずつ
続けていくことを目標にしています。

あいさん
相模ハマっ子通り 559番地 2021年10月31日まで

女性
10代

散歩、映画、ライブ、舞台、音楽を聴くこと、小説、
神社、猫、犬、ネイル、アイドル

はじめまして。何となく見た映画がきっかけで手紙を書きたくなり
始めてみました。普段は専門学校で語学を学んでいます。最近は
音楽を聴きながら散歩をよくしています。年齢、性別問わず是非
色々な方と日々の出来事などお話ししてみたいです＾＾よろしくお
願いします。

ひみさん
彩の国通り 513番地 2021年10月31日まで

女性
40代

猫、漫画、アニメ、お家でのんびり、甘い物、ネ
イル、GUSTAVEくん、左利き

はじめまして。16歳になる愛猫と暮らしている、アラフォー会社員
です。 万年筆を買ったことで、書くことに興味を持ち入村しました。
何にでも興味をもつ反面、熱しやすく冷めやすいタイプ。最近ピ
ラティスを始めました。たまに着物を着ます。文通初心者ですが、
色々な方と交流できたら嬉しいです♪よろしくお願いいたします。

あずみさん
彩の国通り 514番地 2022年1月31日まで

女性
20代

読書、アニメ、紅茶、旅行。

はじめまして。社会人2年目になり、一人暮らしにもなれてきたの
で、文通でゆったりとした時間を持ちたいと思っています。文通未
経験で不慣れですが、よろしくお願いします。色々な楽しいお話を
聞けせていただけると嬉しいです。お手紙お待ちしています!

ゾンビさん
なにわ通り 523番地 2021年10月31日まで

男性
20代

洋画鑑賞、中国語、カラオケ、旅行(主に国内)

こんにちは、ゾンビです。 文字を綺麗に丁寧に書きたい
と思い始めました。 はじめの方は字が汚いと思いますが、
練習真っ只中なのでだんだん変化が見られるのも面白い
と思います。 よろしくお願いします。

ふみかさん
古都みやび通り 195番地 2021年10月31日まで

女性
50代

読書

介護士として働いています。 仕事を離れたら、のんびり
ゆっくりとした時間を楽しんでいます。美味しいものを食
べるのが大好きです。子育ても一区切りしたところです。

なちゅはむさん
さるぼぼ通り 98番地 2022年1月31日まで

女性
30代

文通、読書、紙モノ集め、マステ集め、カラオケ

初めまして、なちゅはむと申します。1児の母で、専業主婦をして
います。 文通が大好きで、色々な方と楽しくやり取りできたら…
と思っています！(既婚なので、女性限定でお願いします)お手紙を
楽しみにお待ちしています。よろしくお願いします。

野分さん
ピーナッツ通り 140番地 2022年1月31日まで

女性
20代

漫画、カフェ巡り

趣味でレターセットを集めたのを使いたくて登録しました。
色々なレターセットがあります。漫画が好きです。広く
浅く読みます。英語を勉強しなおしてる所です。カフェ
ではコーヒーか紅茶を飲みつつぼんやりします。

春乃さん
もみじ饅頭通り 159番地 2022年1月31日まで

女性
40代

ラジオ、スマホでゲーム・読書（漫画＆小説）、
ハンドメイド

初めまして。もう少しで子育ても終わりかな？と思っている主婦で
す。 同じような方や、もう子育て卒業されている方、まだまだ子
育て真っ最中の方など、様々な方と文通したいと思っています。 子
供さんの自慢話や旦那さんとの惚気話、ちょっとした愚痴まで色ん
なお話しをしませんか？よろしくお願いします。
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あずまさん
常陸の国通り 165番地 2021年10月31日まで

女性
30代

犬と散歩、音楽、お香、写真、ゲーム

20〜30代男女関係なく文通ができるお友達を募集してます。 お互
いマイペースにまったり。 どんなお手紙を書いてくれるかはあなた
に委ねます。 自己紹介でも、今日あった事、嬉しかった事、悲し
かった事。 どんな内容でも大丈夫ですので気軽にお手紙ください。

ヤスヒコさん
もみじ饅頭通り 160番地 2021年10月31日まで

女性
30代

2.5次元、スマホゲーム、ハンドメイド、ニチアサ、文房具、
ディズニー、100均徘徊

初めまして。学生の頃から遠方に越した友人と文通をしている事も
あり、手紙を書くことが好きで入村しました。 色々な人とお手紙の
やりとりが出来たらと思います。 特に周りに2.5次元好き仲間がい
ないので、お仲間様がいらっしゃったら是非仲良くしてくださると嬉
しいです。 ゲームはツイステをプレイ中。 ロングレター大歓迎！

はるさん
とちおとめ通り 122番地 2022年1月31日まで

女性
40代

いまは散歩、温泉巡り、お灸に興味があります。編み物や
お菓子など作ることが好きです。

コロナ禍で、家にいることが多くなったせいか、身近に誰かがいる
といいなと思うようになり、試しに文通を始めてみることにしまし
た。以前は音楽フェスやライブによく出かけていました。47都道府
県に行く夢があり、旅先の喫茶店や本屋などをのぞくのが楽しみで
した。どうぞよろしくお願いします。

あずささん
お江戸通り 1123番地 2022年1月31日まで

女性
30代

リアル脱出ゲーム、マダミス、お酒、漫画、舞台
鑑賞、散歩、ホットクック料理

1年以上の在宅生活で憂鬱な日々が続いているので、何か新しい
ことを始めたいと思いこちらに辿り着きました。字を書くのは苦手
なのですが、その分心を込めて丁寧に、を心掛けようと思います。
趣味の話はもちろん、ホットクックのオススメレシピ交換等もでき
たら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

シロンさん
しゃちほこ通り 399番地 2022年1月31日まで

女性
40代

文房具集め、雑貨屋めぐり、インテリア、読書、映画鑑賞、
アト6、アート、漫画、サブカルチャー

気ままな独身です。 文房具が大好きで、特にシステム
手帳や万年筆が好きです。雑貨屋さんやインテリアが大
好き。広く浅くなんにでも興味があります。猫を飼って
います。どなたでもどうぞよろしくお願いします。

サティさん
彩の国通り 436番地 2022年1月31日まで

女性
20代

文通、イラスト、御朱印＆道の駅巡り、買物

初めまして、小さい頃からお手紙を書くのが好きです。
お出掛けが好きで、神社や道の駅に訪れます。同じ様
にお好きな方と文通したいです。宜しくお願い致します。


