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第281号

2021年8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。

女性
30代

真桜さん
お江戸通り 342番地

2022年2月28日まで

女性
20代

旅行、読書、フラダンス

とうふさん
加賀の国通り 31番地

2022年2月28日まで

再入村です。時間と心に余裕ができ、また文通したくなり戻ってき
ました。 Perfumeと阪神タイガースが大好きです。 お互いの趣味
の話や日々のささいな出来事など文通でやりとりできたらいいな
と思っています。ポストカードや一筆箋も大歓迎です◎ よろしくお
願いします。

ナギさん
相模ハマっ子通り 348番地

女性
30代

2021年11月30日まで

家にいる時も移動する時もずっと音楽を聴いてるくらいの音楽好き
です。ボカロ、JPOP、洋楽なんでも聴きますので、オススメを教
えて貰えると嬉しいです。 関西出身ですが関東で一人暮らしてお
りまして、自炊に挑戦中！好奇心旺盛なので、いろいろな事に挑
戦したいです。最近万年筆にも興味あり。 年齢性別問わずいろん
な方とやり取りできると嬉しいです。よろしくお願いします。

じじさん
ちゅら海通り 68番地

2021年11月30日まで

映画,ドラマ,YouTube鑑賞、読書、書店めぐり、食
べ歩き、旅行
はじめまして。じじです(^^)。コロナ禍で職場と家の往
復ばかり...誰かと楽しくお話ししてみたいなと思い始め
ました。短いお手紙やハガキ等でも嬉しいです♪どうぞ
よろしくお願いします♪

リサさん
彩の国通り 264番地

2022年2月28日まで

マステ、Postcrossing、ご当地フォルムカード、漫画、ゲー
ム、ヒプマイ、万年筆
刀剣乱舞、進撃の巨人、90年代V系、ヘタリア、ヒプノシスマイク
が大好きです。「AmongUS」というゲームの実況を見るのにハマっ
てます。万年筆で字を書くことの楽しさを知り、じわじわとインク
を集めるようになりました。年代や性別問わず、お互いのペース
でやりとり出来たら嬉しいです！

女性
10代

読書、音楽鑑賞、万年筆、写真撮影、散歩、料理

女性
30代

2021年11月30日まで

文章を書くことが好きで、誰かと交流したいと思い登録しました。
小説は特に森絵都さんの作品が大好きです。最近は、越谷オサム
さんの作品も読み始めました。 漫画はナルトやブリーチといった"
少し前"のジャンプ系が好きです。 春からピアノも習い始めました
が、コロナ拡大によりお休み中です。粘土を始めてみたり、家ト
レを始めてみたりと気ままに過ごす毎日です。

野球観戦、音楽、ピアノ、ダンス、料理、配信ラジオ、メ
ルカリ、オセロ、インドネシア語勉強

女性
30代

しゃちほこ通り 165番地

読書、漫画、人の話を聞くこと、ポストカード収集

最近万年筆に興味を持つようになり、久しぶりに文通をしたいと思
い、入村しました。夫との2人暮らしです。綺麗な景色に出会える
場所を目的地に、国内あちこち旅することが好きです。読書をす
ることも多く、恋愛ものや心があたたかくなるようなお話を好んで
読みます。趣味のこと、日常のことなどお話できたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

女性
30代

みやさん

くるみさん
お江戸通り 773番地

2021年11月30日まで

散歩、着物、美容、読書、ずぼら料理、日本の伝
統文化 あなたの趣味に誘ってください
建築とデザインの勉強をしている大学生です。空想癖で、のんび
りしていることが多いです。 自分と同じような感覚や波長がある
方と出会えたらと思い、勇気を出して登録してみました。 お手紙を
通して、読んだ本のこと、心の中で考えていること、色々と共有で
きたら嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
20代

あおさん
琵琶湖通り 68番地

2021年11月30日まで

推理小説、韓ドラ、K-POP、カフェ巡り、コーヒー、
ドライブ、スクラッチアート
26才女子（？）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、知らない場所のこと、
日常の話など、色々なお話ができたら嬉しいです(*´꒳`*) よろしく
お願いします☺︎ ⚠︎汚字、小さい字ですがご容赦ください＞＜
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女性
40代

2021年8月31日

ミオさん
相模ハマっ子通り 561番地

2022年2月28日まで

女性
30代

女性
40代

あまあまさん
琵琶湖通り 70番地

2021年11月30日まで

女性
40代

葉月さん
彩の国通り 516番地

2021年11月30日まで

2022年2月28日まで

私は自然がつくる様々な雰囲気や香りを感じることが好きです。最
近は野鳥さんたちにハマっています。特にメジロさんやカラ類の
子たちが好きです。声を聞いたり姿を見たりする度に、心が幸せ
な気持ちで満たされます。文通は初心者ですが、のんびり楽しく、
お手紙で旅ができたらいいなと思います。よろしくお願いします。

女性
50代

ゲーム、文房具、手紙、ショッピング
最近、急に手紙を書きたくなり文通村を見つけました。
手紙がポストに届くのを、楽しみにしたいです。 よろし
くお願いします。

杜の都通り 169番地

野鳥、お花、宇宙、神社仏閣、お散歩、旅、アー
ト、ファンタジー、香り、心理学

読書(純文学～ミステリ) 御朱印 文具 声優 イラスト B'z 宇多
田ヒカル Nissy
初めまして。猫好き主婦です。 高校・大学(平家物語専攻)と文芸
部で、小説を書いていました。文章を書く事が好きです。 風雅を
大切にし、丁寧に暮らしています。日々の出来事、感じた事等を、
ゆっくり語り合えたらと思います。 出来ればで結構ですが、茶封
筒や100均以外のレタセ希望。 女性のみの募集です。よろしくお
願いします。

すももさん

ももはりーさんさん
信玄通り 40番地

2022年2月28日まで

Youtube,名言格言探し、音楽を聞く、 旅行、スト
レッチ
字を書く機会や、若い世代の方と話したり接する機会が減っている
ので、やりとりしたいと思いました。 趣味というほどのことではな
くても、 いろんなことに興味を持ちたいと思います。 いろいろと教
えてください。

女性
40代

リラさん
お江戸通り 1130番地

2021年11月30日まで

文通・お散歩・猫・簡単お料理・写真（スマホにて）

華道、茶道、読書、手芸、一人旅、手紙を書くこ
と、知らない分野の話を聞くこと

初めまして☆以前から文通村に興味があり、この度、入村致しまし
た。主に100円ショップでのレターセットを使用させて頂きたいと思
います。文字に自信はございませんが、心を込めて、毎回、綴る
所存です。 ご趣味が合わなくても、視野を広げる意味で、いろい
ろな方とのやり取りを希望しております♬ 大変、申し訳ございま
せんが、女性限定とさせてください。

手紙を書いたり、受け取ったりする時の心があたたかく
なるような時間が好きで、子どもの時からよく手紙を書
いています。季節のこと、日々の何気ないことなど、気
楽にやり取りして頂ければ嬉しいです。

女性
20代

穂高（旧：ほだか）さん
彩の国通り 517番地

2021年11月30日まで

女性
20代

創作、読書、ゲーム、映画鑑賞

りんさん
さるぼぼ通り 101番地

ピーナッツ通り 480番地

2021年11月30日まで

映画鑑賞、インテリア、お菓子作り、バイク、建
築

文字を書くことも読むことも好きで、なおかつ、以前から文通に興
味があったので始めてみました。性別欄が女性とありますが、あま
り気にしないで貰えたら嬉しいです。ゲームはジャンル問わず幅広
くやりますが、ずっと好きなのはゼルダ、刀剣乱舞、スクエニ作品
です。お互いを尊重しながらのんびりと日々の共有が出来ますよ
うに。よろしくお願いします。

女性
30代

ひまわりさん

2022年2月28日まで

YouTube巡り、アクセ作り、カフェ巡り、柔道(鑑
賞)、漫画
こんにちは。 りんといいます。 最近はお猿さん系YouTuberにハ
マってます。 アプリで色々な漫画を読むのも好きです。 既婚者で
子なしです。 料理苦手なので簡単なレシピとか教えて頂けたら嬉
しいです。 実家では兎をずっと飼っていました。 人とお話するの
は好きなので色々な方とお話出来たらと思います。 よろしくお願い
します。

新卒で田舎に1人引っ越して、家をつくる仕事をしています。最近
は旅行に行きたい気持ちでいっぱいです。見たことない世界が見
たい！みなさまの経験や情報をたくさん吸収したいです^ ^是非、
文通させてください。よろしくお願いいたします。

女性
30代

ロディさん
なにわ通り 529番地

2022年2月28日まで

読書、手帳、文房具、編み物
最近になってようやく字を書く事の楽しさを知りました。
憧れだった文通を通じて、趣味に関わらず様々なお話を
できたらうれしいです。ようやくお願いします。
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女性
20代

2021年8月31日

まなみさん
彩の国通り 518番地

2021年11月30日まで

読書 書道 メイク YouTube鑑賞
ターセット集め ぼーっとすること

友達とのお喋り

レ

英米文学を学ぶ大学生です。ブルーライトに疲れがちな毎日が続
いているため、心穏やかにゆったりした時間を過ごしたいと思い、
文通村に入村しました。友達に贈るお誕生日プレゼントを考えたり、
本を読んでいろんな人の考え方を学んだりするのがすきです。よ
ろしくお願いいたします。

女性
20代

めろでぃーさん
越後通り 101番地

女性
20代

2021年11月30日まで

女性
20代

しいたけさん
さぬき通り 61番地

2022年2月28日まで

女性
40代

もちこさん
どさんこ通り 343番地

2022年2月28日まで

女性
30代

女性
40代

SaKuToさん
どさんこ通り 344番地
紙もの(コラージュ おすそ分け
UVレジン 猫 自家焙煎珈琲

2022年2月28日まで
シール

マステ）ドール

2021年4月に「紙もの」にハマった、１０人のドールオーナーです。
UVレジンで、チャームや洋書などで割りピンを作ったりしています。
自家焙煎でコーヒーを焙煎しています。 既婚者で猫がいます。 ※
インスタやTwitterも行っています よろしくお願い致します。

かこさん
しゃちほこ通り 403番地

2022年2月28日まで

読書、映画鑑賞、TRPG、お茶、旅行
こんにちは。日々趣味のために働く30代会社員です。
少女小説と洋画で育ちました。今でもそれらが大好きで
すが、新しい事に挑戦するのも楽しいです。 是非あな
たのお好きなものについて教えてください。

女性
50代

めいりんこさん
伊勢通り 96番地

2021年11月30日まで

音楽(カラオケも大好き)、映画、文房具(紙とペンの沼にド
はまり中)、食べ歩き、貧乏旅行
初めまして 50代なりたてのめいりんこと言います 仕事と家の事で
気忙しい毎日、ちょっとひと息つきたくて入会しました 文通は中学
生の頃以来35年ぶりです 下手な文章ですが丁寧な文字で書きた
いと思います 安物の便箋や葉書でもokな方、よろしくお願い致し
ます

女性
30代

文房具、綺麗な色や風景、映画鑑賞、コーヒー、
温泉
はじめまして。夫、息子と暮らしています。何気ない日
常の出来事で嬉しかったよ楽しかったよ悲しかったよ他、
気楽に伝えて合え楽しく文通できたら良いなと思い初め
て会員になりました。宜しくお願い致します。

2021年11月30日まで

文房具、字を書くこと、手紙を書くことが好きな社会人一年目です。
年齢や趣味の合う合わないを問わず色々な方と文通できたら嬉し
いです。日常のことでも、皆様の趣味のことでもお話を聞きたい
です。 ［今はまっているもの］まほやく/図書館のネヴァジスタ/仕
事をうまくやるために方法を考える ［これからやってみたいこと］
作詞作曲/風景画や漫画を描く/小説を書く/コスプレ

読書、漢検、宝塚歌劇鑑賞、絵を描くこと、ゲー
ム、キャンプ、バイク
初めて文通をします。自分の好きな物を集めたお部屋で、コーヒー
や紅茶を飲みながら のんびり過ごすことが好きです！宜しくお願
いします。 ・本は歴史書や体験記をよく読みますが、お勧めがあ
ればお教え頂きたいです ・漢検は2級の勉強中です ・宝塚歌劇団
は雪組が好きです ・バイクは中型で、まだまだ練習中です。キャ
ンプはたまに行きます。星空を眺めるのが好きです

お江戸通り 1131番地

漫画、音楽鑑賞、焼き肉、コスメ、歌うこと、乗り物に乗る、
夜の散歩(雨上がりが一番好きです)

ライブに行くこと、紙モノ集め、サンリオのグッズ
集め、コスメ、お洋服
元バンギャでまた通いたいなぁって思ってま
す(*˘︶˘*).｡.:*♡ 紙モノ、かわいい物好きな方とお友達
になりたいです★

冬陽さん

トワイライトさん
相模ハマっ子通り 565番地

2021年11月30日まで

スポーツ観戦、お酒、ハイキュー!!、くるり
今年で一歳になる子供がいるママです。 昔から字を書く
ことも人の字を見ることも大好きで、 久しぶりにお手紙
を交換したく始めました。 どうぞよろしくお願いいたしま
す☺︎

女性
30代

幹方さん
さがん通り 34番地

2022年2月28日まで

文具、マステ、旅行、お香、御朱印、雑貨・パン巡り、ライ
ブ・音楽(嵐、ゆず、EXO、SJなど
はじめまして。なかなか出かけられず楽しみも少ない中、色々な
方と趣味の話、日々の出来事などをやりとりして、お手紙を読む
時だけでもほっとする時間にできたらと思い初参加です。 趣味が
違っても大丈夫です。文章量なども気にせず、お互い気負わず毎
回のやりとりを楽しみたいと思っています。文具などのぷち交換も
できたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。^_^
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男性
20代

2021年8月31日

けんさんさん
相模ハマっ子通り 566番地

2021年11月30日まで

女性
50代

読書、映画、ランニング、カフェ巡り、筋トレ、ビ
リヤード、ダーツ、旅行
趣味は読書、映画、ビリヤードなどです。読んだ本や観
た映画などを共有したいです。 また、日常であった些細
なことなどもお互いに共有して友達のような関係になれ
たら嬉しいです。 よろしくお願いします。

女性
50代

ちぇるさん
もみじ饅頭通り 164番地

2022年2月28日まで

女性
20代

はぼきさん
加賀の国通り 65番地

2022年2月28日まで

女性
20代

yuzenさん
茶畑通り 207番地

2022年2月28日まで

女性
60代

女性
30代

こまちさん
常陸の国通り 168番地

2021年11月30日まで

お笑い（和牛）、キャンプ、寺社巡り、御朱印巡り、ムーミ
ン、ダイエット、断捨離、旅行、歴史
はじめまして。30代ですがあと半年で40歳になります。 パートで
働きつつ小4の元気いっぱいの男の子のママしてます。 この度、お
試しコースに入会しました。 良いご縁があるといいなと思います。
よろしくお願いいたします。

五人囃子さん
しゃちほこ通り 404番地

2021年11月30日まで

小物洋裁、鍵盤演奏、園芸、テニス、韓ドラ鑑賞、
ドライブ
子供を 五人育て 一息付いています！ ゆっくり、見知らぬ人と
の会話を 楽しみたいと思っています！ 五人五様 子育てには山
あり谷ありでした それぞれの場所で独立し頑張る姿を 遠くから
応援してゆっくりしています！ 同年代の方、先輩の方、また、30
代我が子の世代の方など いろんな方と楽しい時間を過ごしたいで
す。

女性
30代

みおさん
なにわ通り 530番地

2022年2月28日まで

シール、マステ、御朱印巡り、カメラ散歩、TVドラマ、観
劇、お酒、珈琲、紅茶、多肉植物
はじめまして❀︎ 多趣味です。文字数足りなかった程w スマホゲー
ム、音楽(KinKi Kids、JUJU、セカオワなど)、ドラマ(中村倫也、
横浜流星など)、カメラ(フィルム一眼、デジイチ)、スイーツ、動
物、可愛いキャラクターも好きです。 シールやマステ貼ったり、カ
ラフルなペンを使ったりしたいと思ってます✿ よろしくお願いしま
す(*˙˘˙*)ஐ

男性
20代

食べること、詩作、youtube、喫茶店、韓国女性
アイドル
入院生活を終え、自宅でひとり寂しく、社会復帰を夢見ながら徒然
過ごす日々です。 スマートフォンを持ち込めない病院生活の中で、
文通の楽しさに気付いたため、文通が生活の彩りになればと思い、
今回始めてみることにしました。 どうぞお手柔らかにお願い申し上
げます。

2021年11月30日まで

夫と高1の息子の3人家族の専業主婦です。小さい頃から手紙を書
くこと、可愛い紙モノや切手を見つけるのが楽しみです。基本的に
体を動かすことが大好きですが、おうちでゆっくり好きな音楽を聴
きながらお便りを書くことも大好きです。 趣味の合う方と色んなこ
とをお手紙を通して語り合えたら嬉しいです。

音楽きく、お笑いみる、漫画、アニメ、ゲーム、
おえかき、深夜ラジオ
はじめまして。ど田舎在住会社員です。 小学校の頃ハマってた文
通をまたやりたいと思い、入会しました。 日本のロックバンドとお
笑いを見る事が好きです！日常のこと、趣味のこと、お互いのお
すすめ(推し)のお話などできたら良いなと思っています。 年齢・男
女問いませんのでよろしくお願いします。

どんたく通り 269番地

ヨガ、ズンバ、筋トレ、音楽鑑賞、読書、手紙、
カフェ巡り

読書、野球観戦、グルメ、ウィンドウショッピング
わりと活動的で、休みの日にはどこに出かけてもひとりで楽しく過
ごせるほうです。 ここ１年ほどは、家時間を持て余していて、夢
中になれることや楽しみを見つけたいと、ずっとなにかを探してい
ました。 趣味がバッチリ合わなくても気にしません。むしろ、知ら
ない世界を覗き見できたら…嬉しく思います。 宜しくお願いいたし
ます。

minさん

ひでさん
なにわ通り 531番地

2022年2月28日まで

映画鑑賞 ドライブ スタバ 美味しいもの
香 キャンドル 陶器 お酒 コーヒー

東北旅

お

初めまして。22歳大学生です。地元は関西ですが、毎年夏に東北
旅をしています。映画鑑賞やスタバ巡りも大好きです。最近では
お香やキャンドルにもハマっています。様々な地域の様々な料理や
建物、特産品などに触れたいです。字もあまり綺麗とは言えず、
文字や文章を書くことにもあまり慣れていませんが、以前から文通
を始めてみたいと思っていました。 よろしくお願いします。

女性
20代

ぷりんさん
出雲通り 35番地

2022年2月28日まで

文通やDVDみたりカラオケ行ったり
初めまして！！ 仲良くしてください！！ 好き あいみょん
とリトグリとヒゲだん マステやレタセ集め
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女性
30代

2021年8月31日

はなさん
相模ハマっ子通り 567番地

2021年11月30日まで

女性
30代

旅行. 読書 . 映画鑑賞. お菓子作り ジオラマ工作[初
心]
こんにちは！はじめまして 二人の甥っ子を日々 可愛がっている は
なと申します。 世にある趣味の量に翻弄され ¨等身大の自分¨を見
失う 日々もありましたが 去年から 習い始めた、 ファイナンシャル
の おかげで ✧旅行 ✧映画鑑賞 ✧読書 ¨ カフェ は、生涯ぶれない趣
味として 楽しんでいます。 よろしくお願い致します。

女性
50代

ぷにょきちさん
なにわ通り 532番地

2021年11月30日まで

読書や舞台を観るなど、インドアな趣味が多いですが
自分と違う趣味を持った方のお話も聞かせてほしいなと
思っています。

男性
50代

とんぼさん
2021年11月30日まで

女性
30代

はるさん
2021年11月30日まで

白イルカさん
信濃通り 136番地

2021年11月30日まで

女性
20代

ふみさん
なにわ通り 533番地

2022年2月28日まで

読書、ジブリ、文房具(特にポストカード)、刺繍、ゲーム(あ
つもり、ポケモン、ゼルダなど)

初めまして、はると申します。福祉系の専門学生です。 お話を聞
くことと手書きの文字が好きで始めてみました。 漫画を読むことが
好きで、ジャンルは幅広く読んでいます。 文通を通して、新たに
趣味を見つけたり、日常であった出来事など楽しく交流出来れば良
いなと思っています。

うずさん
常陸の国通り 169番地

2022年2月28日まで

はじめまして☆ 色々な方とお手紙を通じてお話出来たらいいなぁと
思い入会しました。 趣味の話、子供の話、仕事の話、日常の些細
な事でも、こだわりはありませんので、お互いのペースでやり取
り出来れば嬉しいです。 よろしくお願いします♪

漫画、YouTube

女性
30代

相模ハマっ子通り 568番地

文通、スポーツ、観光、マンガ、御朱印集め、風
景印．小型印集め、リーメント、JO1

一人暮らしをしています。得意なこともなく、ぼんやり
した生活に、温かい風が吹くのではと期待して入会しま
した。よろしくおねがいします。

杜の都通り 170番地

アンディさん

川崎市に住むサラリーマンです。肩の力を抜いて、ゆっ
たりとした会話を紡いでいけるようなそんな場があると
いいなぁと思い、応募致しました。

パン作り、ガーデニング、手芸

女性
20代

2022年2月28日まで

スポーツ、食べ歩き、韓国ドラマ、語学

はじめまして。 日頃、仕事で追われる毎日を過ごしてま
す。 宝塚歌劇が好きです。 なかなか、出会えない
方々と日頃の話から、出来たら良いなと思ってます。よ
ろしくお願いします。

伊勢通り 97番地

お江戸通り 1132番地
読書、舞台&映画鑑賞、漫画を読む

読書、宝塚歌劇、スポーツ、料理

女性
60代

きいろさん

2021年11月30日まで

読書、音楽鑑賞、散歩、雑貨屋巡り
転職を機に時間に余裕ができたので、何か新しいことを始めてみ
たくてこちらに登録させていただきました。年齢や性別、趣味違い
全く気になりません。今まで自分の時間があまり取れなかったので、
私自身は趣味といっても浅いものばかりです。日常のちょっとした
話や好きなもの、面白かったものの話を穏やかに出来たらと思い
ます。どうぞよろしくお願いします。

時間に余裕ができてきたので、再入村です！読書は主に小説です。
吉本ばなはさん、辻村深月さん、凪良ゆうさん、綾辻行人さんな
どが好みです♪ ジブリを筆頭に、ポストカードやマスキングテープ
を集めることが好きなので、交換便も歓迎です！ 様々な方と楽し
く文通をしたいです！よろしくお願いします(^^)

女性
10代

望さん
なにわ通り 534番地

2021年11月30日まで

競技かるた、読書、美味しいものを食べる
こんにちは、高校生です。 年齢や性別に関係なく、たくさんの人
達の話を聞いてみたいと思い登録しました。好きな本を読んでまっ
たりしている時間が好きなので、本の話とかできたら嬉しいなと思っ
ています。初心者なので分からないことも多いですが仲良くしてく
れると嬉しいです。 よろしくお願いします！
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女性
20代

2021年8月31日

あいぼんさん
どさんこ通り 199番地

2022年2月28日まで

女性
40代

女性
20代

かりんさん
茶畑通り 208番地

2022年2月28日まで

女性
30代

ゆうさん
相模ハマっ子通り 569番地

2021年11月30日まで

女性
40代

豆さん
2021年11月30日まで

医療系の職場で働いている社会人1年目です！ 携帯と離れる時間
を作りたい、集めた文具を使いたい、文通がしたい...とふと思い立
ち調べた結果ここへ辿り着きました。 日常の話や悩み、誰かに言
いたいけど割とどうでもいい話などいろんなお話ができたらなと思
います！ 共通点のある方、気になってくださった方、ぜひ文通しま
しょう（＾Ｏ＾）

白砂さん
きびだんご通り 90番地

2021年11月30日まで

はじめまして。10代後半の子どもが２人。子育て大変
なママや、普通なら出会わないような全く違う年代の方
など、色んな方と色んなお話ができたらいいな。お手紙
という存在が大好きです。よろしくお願いします。

女性
30代

鶯茶さん
どんたく通り 270番地

2021年11月30日まで

鶯茶(うぐいすちゃ)と申します。はまっているのは「魔入りました入
間くん(アニメ)」「不思議の国のバード(漫画)」「青天を衝け(大河ド
ラマ)」。今読んでいるのは「幻獣降臨譚」「烏に単は似合わない」。
好きなゲームはテイルズと遙かなる時空の中でシリーズです。手
紙好きなのでワクワクしています。よろしくお願いします。

女性
40代

2022年2月28日まで

アニメ、ゲーム、読書、VTuber、ポストクロッシ
ング
子どもに関わる仕事をしています。昔から、アニメやゲームなどの
サブカルチャーが大好き。根っからの出不精で、見聞を広げるた
めに文通村に登録しました。趣味のこと、地元のこと、年齢性別住
まいを問わず色々お話できたら嬉しいです。よろしくお願いします。

みよさん
杜の都通り 171番地

2021年11月30日まで

猫、読書、食べること、あつ森、旅行

音楽、映画、美術館巡り、読書、ダンス、カメ
ラ、YouTube、カフェ巡り、お笑い

女性
20代

お江戸通り 1134番地

読書(少女向け、ファンタジー、推理物)、万葉集・百人一首、
朝ドラ、絵を描く、ゲーム

関東で一人暮らしをしている普通のサラリーマンです。仕事に忙殺
される中、日々のことをのんびり穏やかにやりとりできたらなと思
い、始めました！仕事に以外の時間はAMラジオを聴いたり本（エッ
セイや小説）を読んだりしてます。コロナ前は旅行やボクシング
も大好きでした！ 趣味が似てる人も違う人も大歓迎です！

越後通り 117番地

ゆかこさん
散歩、昼寝、文房具、カフェ巡り、東洋医学、雑
種犬、NPO活動

読書、ラジオ、映画鑑賞、旅行

女性
20代

2021年11月30日まで

はじめまして！ 仕事と子育てをしながらの毎日ですが、自分が今
まで知らなかった事を知ったり、日常のちょっとしたことをお互いお
便りできたら楽しそうだなぁと思っています。 小学生以来の文通で
ワクワクしています。 お互いのペースでやり取り出来れば嬉しいで
す。 よろしくお願いいたします。

音楽、読書、スポーツ(バレーボール 、テニスなど)、カフェ
巡り、ネイル、コスメ、資格勉強
大学生です。交換日記のように日々の出来事や何気ないことを手
紙でお話したいです。全く知らない趣味や勉強、お仕事の話も聞
きたいので、共通の話題でなくても、なんでも書いてくれたら嬉し
いです。性別年齢問わず幅広い方々と文通を楽しみたいので、よ
ろしくお願いします。

お江戸通り 1133番地

読書、映画鑑賞、旅行、焼菓子、紙もの

レターセット マステ シールの収集 漫画 アニメ ゲーム スポー
ツ観戦(野球)
専業主婦で生後4ヶ月の女の子ママをしております。小学生の頃か
ら文通をしており、もっと交流の輪を広げたいと思い入会させて頂
きますm(_ _)m同じ趣味の方やママさん大歓迎◎漫画とアニメは
特にハイキュー！が大好きです( ´ ` )お互い無理なく、楽しくやり
とりが出来ればと思っています。ぜひ、私と文通しましょう☆

メイさん

はじめまして。夫と猫と暮らしていますパート主婦です。
日常のこと、趣味のことなどのんびりお話しできるとい
いなあと思います。よろしくお願いいたします。

女性
20代

コルザさん
お江戸通り 1135番地
カフェ巡り 映画鑑賞 便箋集め
粧品集め SNS 写真 寝る事

2021年11月30日まで

バー巡り

化

普段は、バーテンダーとして働かせていただいています。仕事が
落ち着いてしまったため始めました！初めての文通ですが、自分
なりに好きな便箋、綺麗な言葉を使って日常をやり取りできたらなっ
て思います。 どうぞよろしくお願い致します(^o^)/
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女性
50代

2021年8月31日

あくあさん
平城京通り 80番地

2021年11月30日まで

女性
20代

紙もの、コラージュ

あまねさん
お江戸通り 1137番地

どんたく通り 271番地

2022年2月28日まで

ドラマ鑑賞、映画鑑賞、アニメ、漫画、ゲーム、
うさぎ、お昼寝、散歩、お笑い

コラージュが楽しくて、毎日のように紙もので遊んでいます。コラー
ジュ用の素材がたくさん集まってしまったので、おすそわけにもらっ
ていただける方と簡単なお手紙のやりとりができたらいいな、と思っ
ています。女性の方限定で、どうぞよろしくお願いいたします。

女性
40代

もちもちさん

2022年2月28日まで

まったりした時間が大好きです。 手書きの良さを最近実感し、文
通に興味をもちました。 日々の思ったこと、のんびりしたためる時
間を過ごしてみたいなと思い入会しました。 皆さんよろしくお願い
いたします。

男性
20代

まささん
お江戸通り 1138番地

2022年2月28日まで

自然散策、神社仏閣、美術館、映画、鉱石、アロ
マ、歴史

映画鑑賞、散歩、キャンプ、ボードゲーム、温泉、
サウナ、旅行

遠くに住んでいる方や、人生の先輩な年代の方と文通してみたい
です。 日常のことや季節の話題など楽しくお話ししましょう。 私は
健康オタクで野菜や果物が大好きです。 読書はドキュメンタリー
や実用書が多く、映画はミニシアター系をよく観ます。京都やフラ
ンスが肌に合います。 レタセはシンプル系中心です、よろしくお
願いします。

はじめまして！！ 社会人3年目のまだまだフレッシュな若者です！
コロナ禍になりキャンプをはじめたところ大ハマり！ 最近はサウナ
男子として「ととのう」にハマっております。 コロナで新しい出会
い・刺激がないので、文通を通して様々な人と出会い、見聞を広
めたいと思っています。 年齢・性別問わずお手紙お待ちしてます。
よろしくお願いします！！

男性
20代

けんたさん
お江戸通り 1139番地

2021年11月30日まで

女性
20代

音楽(ドラム)、テニス、オートバイ、朝ドラ、お笑
い番組
最近、前に友だちからもらった万年筆を久々に見つけ、万年筆とい
えば手紙かなと思いつき、文通を始めました。ドラムは以前教室
に通っていたので、ちょっとだけ叩けます。今はテニススクールと、
たまにツーリングに出かけたりします。文通は初心者ですが、よろ
しくお願いします。

女性
30代

こころさん
もみじ饅頭通り 165番地

2021年11月30日まで

女性
20代

多々良さん
相模ハマっ子通り 571番地

2021年11月30日まで

読書、ゲーム、ファッション
はじめまして、多々良と申します。 私は封筒や便箋が大好きでよ
く購入するのですが、文通相手もおらずなかなか使い道がないた
め、こちらに入会致しました。 趣味が合いそうな方などいらっしゃ
れば、お便りいただけると大変嬉しく思います。よろしくお願い致
します。

お江戸通り 1140番地

2021年11月30日まで

音楽、映画、韓国ドラマ、言語学習、料理、アー
ト、ファッション、アイドル、コスメ
関東で一人暮らしをしている社会人一年生です。学生時代には専
門学校でファッションを学んでいました。 多趣味なタイプではあり
ますがより自分の世界を広げたいと思っていますので、ぜひ皆さま
の趣味の話や日々の些細な出来事をお聞きできればと思います。
性別年齢問わず色々な方との出会いを楽しみにしていますのでよ
ろしくお願いします♪

女性
30代

読書、自然、花、映画鑑賞、カフェ、音楽、癒し、
心理、一人の時間
はじめまして。一人の時間や家族との時間を大切にしています。
色んな年代の方と楽しいお話しや、自分がまだ知らないことなど、
文通を通して深めれたらいいなと思っています。辛いときはそっと
寄り添えれるような存在であれたらなと思いますし、ありのままの
自分で繋がれたらいいなと思っています。お気軽にお手紙いただる
と嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。

李さん

みどりさん
お江戸通り 1141番地

2021年11月30日まで

読書、美術館巡り、散歩、ひとり旅
小学生の頃に文通をしており、すごくたのしかったなーっと思い出
し、入会いたしました！ お休みの日は季節の花を見に行ったり、
小説を読んだりしています。あと、美術館っていう空間が大好きで
す。あとあと、マンガやアニメも好きです！好きなことが同じ！と
いう方も、好きなことが全然ちがう！という方も、いろいろなお話
が聞きたいです。よろしくお願いします！！

女性
30代

ぱんさん
どさんこ通り 91番地

2021年11月30日まで

ドラマをみること、お出かけ、コーヒー、旅行
はじめまして。今まで文通したことはありませんが、少し落ちつい
たので始めたいなと思いました。コーヒーが好きで、カフェ巡りに
も興味があります。楽しく、いろんなお話ができればと思いますの
で、よろしくお願いします。
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女性
30代

2021年8月31日

ダリアさん
お江戸通り 382番地

2022年2月28日まで

読書、手紙を書くこと、料理、ワイン、水泳、ボク
ササイズ
医療に関する仕事をしています。メールなど即レスを求められる
日々に少し疲れ、ゆっくり相手のことを考えながら手紙を書きたい
と思っていた時に文通村を知りました。お仕事のこと、趣味、好き
なものなどお話ししましょう。1つでも共通の要素があったら嬉しい
です。

女性
60代

夕焼け雲さん
お江戸通り 389番地

2022年2月28日まで

草花の観賞、読書、空をぼんやり眺める事
8月で69才になりました。引っ込み思案の為、淋しい人生を送って
きました。これからの短い人生、少しでも明るく楽しく送りたいと
入会しました。現在字がへたなのでペン字教室へ通っています。
どうぞよろしくお願いします。

