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第280号

2021年8月16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

ジンタさん
ちゅら海通り 6番地

2022年2月15日まで

女性
20代

ラジオ体操、詩の朗読、書道、オラクルカード、
レターセット集め(ホールマークとか)
再度の入会です。私は小4の子がいるシングルマザー。忙しい毎日
で文通はホッとできる大切な時間です。様々な地域に住まれる方
とのご当地の話や、ほのぼのとした日常のよもやま話をお手紙の
中でおしゃべりできたら楽しいなと思っています。よろしくお願い
致します。

女性
40代

ミトさん
もみじ饅頭通り 161番地

2021年11月15日まで

女性
60代

わたりさん
平城京通り 78番地
歌うこと 愛犬と遊ぶこと
手紙を書くこと

2021年11月15日まで

女性
50代

柚子さん
しゃちほこ通り 400番地

2022年8月15日まで

絵手紙
はじめまして。50代の主婦です。子供が3人と愛犬トイ
プードルがいます。 皆様と心温まる、 やり取りができ
ると嬉しいです♪ お返事は絵手紙で致します✨ よろしく
お願いします♪

2021年11月15日まで

初めまして！ぬしです！ ハムスターが好きな方、ゲー
ム(白テニ、ツイステ、ねこあつめetc…)が好きな方と
お話したいです！特にNGはないです！よろしくお願いし
ます！

女性
50代

Yさん
彩の国通り 515番地

2022年2月15日まで

手芸、自然を楽しむこと、文通、旅行
趣味を楽しむ専業主婦です。岩合さんの動物の写真、新聞の読者
の声を読むのも好きです。子育ての経験はありませんが友達の人
生相談に乗るのは得意？です。 マイペースに自分の思いを文字に
する時間が好きで入村しました。日々の何気ない出来事でも、お
手紙お待ちしています。

女性
60代

ゆるい脳トレゲーム

これくらいの年代になるとなかなかリアルでもお友達作りは難しい
ものですね。 でも、ほんの時々ですが、フッと誰かに話してみた
り、誰かのお話を聞かせて頂いたり、そんな穏やかな時間があっ
たら嬉しいなぁと思い登録しました。 介護職30年以上で、ワンコと
二人暮らしです。 どうぞ宜しくお願いします。

六甲通り 317番地

イラスト、お絵描き、ゲーム(ツイステッドワンダー
ランド) 、ハムスター

絵本、韓国文学、温泉、絵画、木、自然、自然栽
培、オルタナティブ教育、子育て、家族
自分の気持ちを言葉にしたい。手書き、アナログがすき。
受け取ってくれる誰かがいたら、嬉しい。そう思っては
じめてみました。

ぬしさん

らうるさん
さぬき通り 59番地

2021年11月15日まで

クラシック、ジャズ、などの音楽鑑賞、読書、旅行 着物、
書道、絵を描くこと、絵画鑑賞、
手紙を書くことが好きです。長年の文通相手が昨年夏亡くなり、手
紙を気兼ねなく書ける相手がいなくなり、さみしく思っていました。
趣味はたくさんありすぎて、体力がついていきませんが、ぼちぼ
ち楽しんでおります。音楽や絵画についての話、また、これから
取り組む庭での花作りの御指南など、ゆったりやり取りできたら
嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
10代

あいさん
さるぼぼ通り 99番地

2021年11月15日まで

JPOP(音楽)鑑賞、食べることが好き
AAAとジャニーズWESTが好きです。音楽はJPOPなら何でも聞くほ
うだと思います。(海外の音楽も近々踏み込んでいこうかなと思っ
ています) 何より食べることが好きで、特に自分が食べたいお菓子
はたまに作って食べたりします。
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女性
30代

2021年8月16日

ミソさん
紀州通り 36番地
韓国語
薬膳

あゆみゆい

2022年2月15日まで

森薫

マクロビオティックや

6月から韓国語を勉強しています。音と文字に苦戦中です。見渡せ
ば周りは山ばかりなのに、ブルーライト浴びまくりの毎日です。映
画はあまり見ませんが「おもひでぽろぽろ」が好きです。ぶっきら
ぼうですが、気負わずに文通できたらと思います。

男性
40代

風人さん
ピーナッツ通り 477番地

女性
30代

2022年2月15日まで

手帳に目標や日記を書いたり、シールをペタペタ貼るのが大好き
です。来年（2022年）の手帳は、ラコニックにしました☆数年前
に一度だけですが長崎市内をひとり旅して以来、長崎は憧れの地。
テレビなどで「長崎」の文字が出るとめっちゃ反応してしまいます。
ゴールデンカムイという漫画にハマっています！気になる作家さん
は、朝井まかてさん。猫とカピバラの動画が癒しです。

女性
40代

ゆきさん
2022年2月15日まで

初めまして。現在転職活動中です。もやもやは消えないけど何か
新しいことを始めたい気分になり、前々から気になっていたこちら
に入会してみました。音楽鑑賞が好きで、時々ライブも行っていま
す。結構色々聴く方だと思いますし、知らないアーティストさんで
もぜひ教えていただきたいです！こんな私ですが、お相手してい
ただけたらとても嬉しいです。

やすりんさん
さるぼぼ通り 100番地

男性
40代

2021年11月15日まで

話下手ですし、マメではないので、続けられるか自信がありませ
んが、新しい事に挑戦してみようと思って、入会してみました。 恥
ずかしい程、字も汚くて、「拝啓」とかのマナーも不勉強で、失礼
もあるかと思いますが、良かったら１度、文通させてください。 お
断りしたい場合は、連絡無く、不通になって下さって構いません。
お気遣い無く(^-^)

Shop girlさん
ピーナッツ通り 478番地

なにわ通り 525番地

2021年11月15日まで

2021年11月15日まで

映画鑑賞、DVD収集、靴下収集、ショッピング、古
着、ディズニー
はじめまして。 20代専門学生です。 ペンネームは私の大好きな俳
優、トム・ハンクスが出演している映画『ユーガットメール』からき
ています。 年齢、性別問いませんので、文通をしていく中で楽しく
お話できたらと思います。

もんざえもんさん
どさんこ通り 342番地

2022年2月15日まで

テレビゲーム YouTube・Amazonプライム
旅行 喫茶店巡り

温泉

はじめまして。頭の先からつま先まで、ファミコンバーチャル世代
でしたが、外国の子供と、手紙をやり取りした事をきっかけに「形
に残る手紙」の良さを知りました。お互いに、良い思い出になるよ
うなやり取りができれば、嬉しいです。よろしくお願いいたしま
す(__)

女性
20代

りさりささん
常陸の国通り 166番地

2021年11月15日まで

カラオケ、お絵描き、SexyZone(松島聡)、手帳デ
コ、文房具、ダイエット

TV·スマホゲーム、UVレジン、プランター菜園、カラオケ、
ソロ活、安室奈美恵、バンプ

女性
20代

タマリンさん

初めまして、こんにちは。1900年代以降の生活用品を直したり、
同時期～現在を舞台にしたイギリス、ヨーロッパ系の海外ドラマを
楽しんでいます。投資はFXがメインで、今更ですが投資信託に興
味を持っています。楽しく情報交換したり、ゆるりといろいろお話
できたらうれしいです。

音楽鑑賞、動画鑑賞、ライブに行くこと、考え事

女性
40代

2022年2月15日まで

古いもの集め・修理、投資、海外ドラマ鑑賞

自由気ままにフラフラするのが好きかな。 なかなか出来
ないけど自然に触れ歴史に触れなんかして見たいと思う
今日この頃って所かな？

六甲通り 359番地

ピーナッツ通り 476番地

読書（小説、ノンフィクション、漫画）、カフェ、
手帳、長崎の文化、猫、カピバラ

神社仏閣巡り 史跡巡り

女性
30代

つむりさん

社会人2年目のITエンジニアです。 シールや紙ものを集めて手帳
デコをしたり、文字を書くことにハマり、文通を始めてみたいなあ
と思いました。 文通初心者ですが、皆様の色々な趣味の話や日常
のことなど何でも話せたらいいなと思います。 どうぞよろしくお願
いします。

女性
20代

やんさん
なにわ通り 526番地

2022年2月15日まで

ハンドメイド、読書、紙モノいじり…文通など
はじめまして！やんといいます！ 沢山の方と交流をした
いと思い文通村に入りました！ 良かったら文通相手になっ
てください。
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女性
20代

2021年8月16日

瑠羽さん
古都みやび通り 196番地

2021年11月15日まで

女性
20代

アリエルさん
相模ハマっ子通り 562番地

2021年11月15日まで

一緒に暮らしてる鳥と遊ぶこと、食べること、手芸、
読書、カフェ、散歩、旅行

音楽鑑賞、カラオケ、テレビドラマ鑑賞、字を書く
こと

帰省していた時、母が「 こんなものが出てきたよ」と、私が小学生
の時にやり取りしていた大量のお手紙を見せてくれて、あの頃は
授業中にこっそり書いて休憩時間になる度に交換してたなぁと懐か
しくなりました。 ここ長い間、殆ど家にこもり家族以外の人とあま
り会う機会もなく、少し退屈に感じていたので、お便りを通して人
と交流する楽しさをまた味わいたいです。

歌(J-pop)が大好きで、一人でカラオケも行っちゃいます♪私生活
でちょっと疲れたな、という時に字を書くことで気持ちをリフレッシュ
させています！ドラマもたくさん観ます。色々な方と色々なお話し
が出来ると嬉しいです★どちら様でもお手紙お待ちしておりま
す〜♪

女性
30代

みとまるさん
しゃちほこ通り 401番地

2021年11月15日まで

女性
20代

女性
20代

染さん
めんこい通り 81番地

2021年11月15日まで

女性
40代

クローバーさん
杜の都通り 166番地

2022年2月15日まで

女性
30代

茶畑通り 205番地

2021年11月15日まで

はじめまして！小学生の頃からずっと文通をしていました。恋バナ
をしたり、悩みを相談したり、趣味を話したりとても楽しかったの
でまた素敵な出会いがあるといいなと思っています。洋服、アクセ
などおしゃれも大好きです。YouTubeはコスメやお気に入り紹介
動画など見たり、最近はVtuberの方の動画にハマってます。いろ
んなお話ができると嬉しいです！

女性
20代

みどりさん
お江戸通り 1125番地

2021年11月15日まで

観葉植物、刺繍、読書

はじめまして。前々から気になっていた文通村に入会し
ました！ いろいろお話しできたらうれしいです。 手紙の
やり取りをして、お家時間を穏やかに過ごしたいです。
よろしくお願いします！

フミオさん
しゃちほこ通り 402番地

もちこさん
お花、美術館巡り、京都観光、YouTube、ファッション、
ショッピング、文房具、ゲーム

読書、カフェ、野球観戦

男性
40代

2021年11月15日まで

はちみつ。といいます。 私は字があまり綺麗ではなく、ボールペ
ン字講座なども続かず…。 文通であれば、楽しく自然と上達する
のではないかと思い登録をしました。 字を書くことも人の字を見る
ことも減った今、 もう一度文通を通して、字の温かさに触れられ
たら嬉しいです。 趣味や日課、好きなものなど、色々話せたらい
いなと思います。 よろしくお願いします！

爬虫類飼育、映画鑑賞、喫茶店巡り、アンティー
ク雑貨
爬虫類8匹と暮らす20代の女です。休日は専ら、ゲーム
や趣味に没頭していますが、1人の時間が多く、夢中に
なれる事はないかと始めました。性別•年齢問わず、文
通を通してやり取り出来たら光栄です。

お江戸通り 1124番地

お笑い鑑賞、野球観戦、映画鑑賞、散歩

ミュージカル、音楽、Hey!Say!JUMP、暮らしのこと、イン
テリア、YouTube
可愛いレターセットなどを見つけるのが好きで、子どものころのお
手紙のやりとりをまたやってみたくなり、入会しました♪年齢性別
問わず、多くの方とお手紙のやりとりができたら嬉しいです！よろ
しくお願いいたします。

はちみつ。さん

2022年2月15日まで

読書、陶器、玄米菜食、鉱物、民族布、ミラーレ
ス一眼、道の駅
読書しながら文中の地名を見て、世界や日本の地図を眺め、旅行
気分を味わっています。 SNSだと短過ぎ、直接の会話だと時間や
距離が限られる、もっと人としての交流がはかりたいと、文通村に
たどり着きました。自然に人の手が加わった日本や世界の伝統工芸
(陶器やイカット・キリム等の布等)に興味あり。最近のブームは、
自伝・伝記を読む事。文通交流よろしくお願いいたします。

はじめまして。20代会社員です。 休日にコーヒーを飲みながら植
物の世話や刺繍をするのが好きです。読書はエッセイを少しだけ
読みます。最近はキャンプに興味があります。 趣味のことや他愛
もないことなど、気軽にやり取りできると嬉しいです。 文通はほ
ぼ初めてなのでわからないことばかりですが、よろしくお願いしま
す。

女性
40代

ちゃいさん
もみじ饅頭通り 162番地

2021年11月15日まで

風景印•紙モノ•文房具•シルバージュエリー集め、コラージュ、
BTS(新規 グクテテペン)
はじめまして。趣味友ができたらいいなと思い、入村しました。日
常の他愛ない話から、共通の趣味など語り合いたいです。紙モノ
やコラージュなど交換できたら楽しそうですね。(コラージュは井上
由紀子さんの作品が好きです) ものづくりが好きで、今はシルバー
ジュエリーのロストワックスを通信で学んでいます。のんびりペー
スになるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
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女性
20代

2021年8月16日

芳川ふみさん
相模ハマっ子通り 563番地

2021年11月15日まで

女性
50代

ジョギング、読書、登山、（将棋をちょっとだけ）
既婚の会社員です。他人を知ることは、自分の無知を知ることだと
思います。日々の出来事、考えていること、嬉しかったこと、子供
の頃の話など、なんでも構いません。色んなことをお話ししたいで
す。返事はゆっくり書かせていただきます。お互い義務感なく楽し
めたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。

女性
20代

まおさん
なにわ通り 527番地

2021年11月15日まで

女性
20代

おしぼりさん
相模ハマっ子通り 564番地

2021年11月15日まで

女性
50代

茶花さん
杜の都通り 167番地

2022年2月15日まで

女性
60代

女性
30代

チビイさん
杜の都通り 168番地

2021年11月15日まで

料理、カラオケ、アニメや映画鑑賞、ゲーム、ジョギングな
ど。オタクです。無駄に多趣味です。
乳がんやっちゃったのに、どこまでもポジティブな事務員です。今
は普通にお仕事してます^-^食べることや歌うことが好きです。幼
い頃、母の影響で文通が好きでした。家に溜め込んだレターセッ
トを見て、また文通がしたいと思った次第です。日々の何気ない日
常を共有できたら嬉しいです。よろしくお願いします。

こたろうさん
きびだんご通り 109番地

2022年2月15日まで

読書 散歩 ドライブ 神社巡り
初めてお便り致します。夫と共に建築業していましたが、倒産して
しまい、田舎から町に出て来ましたが、なかなかなじめずにいます
仕事はしていますが、心から話せる相手が見つからず寂しいです。
心の友達になってくださる方見つかると嬉しいです。よろしくお願
いいたします。

男性
20代

涙かおるさん
もみじ饅頭通り 163番地

2021年11月15日まで

読書、リコーダー、野球、カラオケ、バラエティー
番組観賞
現在20代の大学生です。 8月から大学の憂鬱な夏休みに入りまし
た。なんせ、することがない。暇すぎる！そこで新しいことを始め
てみようと思い、文通村にたどり着きました。そして、心のよりど
ころになってくれたらと思っています。 年齢、性別は関係なく、ど
うぞよろしくお願いします。

女性
20代

カフェ、城跡、公共施設巡り、カラオケ、ドライブ、
手芸も時々。
城跡巡り全国制覇が目標だけど道のりは遠く、公共施設
巡りとカラオケ、ドライブでストレス解消。今は行動自
粛で、自宅時間が増えたので、色んな方と文通交流出
来たらと思っています。宜しくお願いします。

2021年11月15日まで

時間の流れをゆっくり感じたいと思い、文通をはじめることにしま
した。ふだんは早寝早起きの健康的な生活を送っています。猫を
飼っているので、その世話も大変ですが、動物が大好き。自然も
大好き。図書館には週に１～２回は通っていますので、本もよく
読みます。ここでは様々な年代の方と、のんびりペースでお話出
来たらな、と希望しています。よろしくお願いいたします。

文通、お洋服、お買い物、お友達、カラオケ、あつ
森、free!、シルバニア、サンリオ
はじめまして！ 友達に送っても返事がなくて寂しいので、文通相
手さまを見つけたくて入村しました！ 風船便の存在も知ってドキド
キワクワクしております！ どんな人とどんな繋がりができるのか楽
しみです〜！ 年齢、性別問わずいろんな方とやりとりしたいなぁと
思っております◎ よろしくお願いします〜！

きびだんご通り 108番地

図書館通い、猫の世話、ドライブ、インテリア、
森林浴、映画、音楽

読書、散歩、料理、お菓子作り、モーニング娘。
可愛いレターセットを買ったら、誰かにお手紙を出したくなってはじ
めてみました。私が知らない経験をたくさんしている人と話すのも、
同じ趣味を持ってる人と話すのも大好きです。 趣味は、本を読む
こと、家事をすること、散歩などです。あとはモーニング娘。が大
好きです。 素敵な繋がりが出来ると嬉しいです。

かれんさん

ちゃんまさん
六甲通り 360番地

2021年11月15日まで

旅行、映画鑑賞（特に洋画）、ポストカード集め、
展覧会めぐり、物産展、読書、漫画
はじめまして。コロナ禍で人とのつながりを感じる機会が減って寂
しいなと思ってた時に、SNSではなくて手書きを通してお話しをし
てみたいなと思い、こちらの村に行き着きました。好奇心旺盛な
ので、日常のちょっとした面白かったこと、最近知ったこと、お仕
事のこと、もちろん趣味のことも、色んなことお話ししたいです。
よろしくお願いします！

女性
50代

かおるさん
なにわ通り 528番地

2021年11月15日まで

映画、読書、寺社めぐり、英語、硬筆
街中でとても素敵なレターセットを見つけても、書く相手がいませ
ん。疎遠になっている友達に出しても、「ありがとう～」と電話が
かかってきたり、メールで返ってきたりします。そんなとき文通村
を知りました。ポストに自分あての手紙が入っている楽しさに共感
できる方、おたよりください。女性限定でお願いします。
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第280号
女性
30代

2021年8月16日

みけさん
加賀の国通り 64番地

2021年11月15日まで

女性
20代

一人旅、ドライブ、ペン字、温泉、お酒、ドラム、
恋話
はじめまして。医療従事者をしています。毎日お仕事の事ばかり
考えていて、疲れたなぁと思った時文通村があることを知りました。
のんびりまったり、日々の楽しいこと辛かったことなどお話ししあ
える文通友達が欲しいです。色んな日々の出来事の話を聞くのも
好きです。字を書くのも好きです。気軽にお手紙いただけたらう
れしいです。

女性
40代

くみくみさん
お江戸通り 1126番地

2021年11月15日まで

男性
20代

けんぞさん
越中通り 66番地

2022年2月15日まで

女性
30代

きなこRさん
2021年11月15日まで

はじめまして きなこRと申します。 人の書いた文字を見るのが好き
で、SNSのような早いやりとりではなくて、相手のことを考えなが
ら、のんびりやりとりが出来ればと思っています。 趣味は読書で、
通勤中や、家ではよく小説を読んでいます。面白かった本、印象
に残った本等、教えて頂ければ嬉しいです！他にも色々な話がで
きればと思います。 よろしくお願いします！

ふうさん
土佐の国通り 39番地

信濃通り 135番地

2021年11月15日まで

文通、マステ集め、YouTube、料理、ハンドメイ
ド
こんにちは◎ お手紙を書くことが大好きです！ 普段はYouTubeを
見たり、おすそ分けファイルやハンドメイドを作ったりしています。
SnowManも好きです！ まったりいろんなお話ができれば嬉しいで
す。 気軽にお声掛けください！

男性
70代

M・ひろくんさん
さぬき通り 60番地

2021年11月15日まで

妻が他界し、いきなり独身に戻ってしまいました。 一
緒にドライブし、美味しいものを食べ、綺麗な景色に感
動してくだる方が居ると楽しいでしょうネ！ 先ずは心
楽しい文通を。

女性
20代

読書 編み物 散歩 カフェ巡り 文房具集め

女性
20代

しょぴまるさん

ドライブ、写真、温泉、読書、

初めてまして。20代後半の在日中国人です。普段機械設計の仕事
をしていますが、文系資格の取得を目指しています。記述試験の
ため、文章力を磨きたく、文通を始めようと思いました。趣味、語学
（中、日、英）、国際交流等の話が大歓迎です。勉強のためだけ
でなく、大切の仲間も出来ると嬉しいです。気軽にご連絡ください
ませ。

平城京通り 79番地

2021年11月15日まで

読書は初心者ですが、コツコツ進めて読んでます。 著
者は田舎住みなので、のんびり暮らしてます。 イベント
事には縁があまり無いので、やり取りする日々がささや
かな楽しみになればと思い、始めました。

旅行、写真、歴史

女性
20代

常陸の国通り 167番地

読書、英語学習、ランニング、オリンピック

昼寝、散歩、読書、映画鑑賞、カフェ巡り、神社
巡り、アニメ、動物、自然、畑
初めまして。小学生の時、お手紙とアサガオの種がついている風
船が自宅ベランダに引っかかっていて（どこかの小学校のイベント
で飛ばしたものでした）風船が届きました！とお手紙を書いたこと
がきっかけで数人の同級生と文通したことがありました。ふと、そ
の頃のワクワクを思い出し文通村を知りました。ワクワクしたいで
す！よろしくお願いします。

なみなみさん

2022年2月15日まで

料理、お菓子作り、動画編集、買い物、ゲーム、
映画鑑賞、雑貨、カフェ巡り、旅行
はじめまして。ふうと申します。夫と息子(小3)と娘(6ヶ月)の4人家
族の母(20代後半)です。小中と他校や他県の友人と文通をしてい
た過去を思い出し、封を開けるあのワクワク感をもう一度味わいた
いと思い入会しました。年齢問わず、色々な方と文友になれれば
と思っています。堅苦しすぎるのは苦手なので気楽に文通出来ると
嬉しいです。女性限定でよろしくお願いします。

ちゃんあみさん
どんたく通り 268番地

2022年2月15日まで

映画鑑賞(ホラー)、海外ドラマ、大食い鑑賞、猫好き、ペー
パークイリング、折り紙、断捨離
20代の2児の母親で専業主婦をしています。子どもがお昼寝をして
いる時に映画や動画を見てリフレッシュしています。老若男女問わ
ず手紙のやりとりをして、いろいろな話題についてお話できたらと
思ってます。よろしくお願いします。

女性
30代

はるちさん
お江戸通り 1127番地
文通

美容

2021年11月15日まで

紙モノ

美容と紙モノ、マステ、音楽が 好きです！ 仲良く話せ
る方募集中！
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第280号
男性
20代

2021年8月16日

ぷぷりんさん
茶畑通り 206番地

2022年2月15日まで

女性
30代

アニメ鑑賞、登山、旅行（一人旅）、ドライブ
（バイク）、ダイビング
アニメが好きです。今では偏見無しで誰とでも話せる環境になり
私は嬉しく思います。ただ最近は当時の懐かしみを思い出す目的
で見ることが多くなった気がします。応援しているのは人気のラブ
ライブです（仕事疲れ元気もらえます。） 文通は相手を思い真摯
に対応いたします。無理な趣味の押しうりもしません。ただ、前
述は私がそういう人だと認識していただくために書きました。

女性
40代

ようこさん
お江戸通り 1129番地

2021年11月15日まで

読書、旅行、猫
幼いころから手紙で自分の思いを伝えるのが好きでした。 日々の
こと、感じたことや、ささいな変化など、仕事や気難しい時間から
離れて、手紙の中で穏やかな時間を過ごしたいと思っています。
ポストカードも嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

青さん
お江戸通り 1128番地

2021年11月15日まで

文具、アフタヌーンティー、カフェ巡り、ドライブ、旅行、
エコバッグ収集、ディズニー、観劇
はじめまして。 文房具や紙モノを集めるのが好きです。お気に入
りの便箋やポストカードで誰かにお手紙を書きたいと思い入村しま
した。1つでも趣味が一緒でしたら、お話出来たら嬉しいです。お
茶をするのが好きです。愛車はスープラ70。旅行は国内外どちら
も行きます。宝塚や2.5次元などミュージカルが好きです。犬派。
よろしくお願いします。

女性
60代

ゆずちゃさん
お江戸通り 299番地

2022年2月15日まで

読書、ひとり旅、散歩、北欧、小樽、バレエ鑑賞
こんにちは、ゆずちゃです。日常のなにげない情景や心に浮かん
だことをお手紙で伝え合えたら素敵だなと思い入会しました。趣味
のことなど文通をすることで世界を広げていけたらと思っています。
皆さまからの楽しい世界をお待ちしています。どうぞよろしくお願
いいたします。

