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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。

　　2

ヒビノさん
土佐の国通り 16番地 2022年3月15日まで

男性
40代

サーフィン、惰眠、ピアノ、ウクレレ、風景写真、
美術鑑賞、自炊（ひどい）

文通になんとなく興味があり、ずっと迷っていましたが思いきって
入村します。妻子供との４人暮らし、海の見える小さな町に暮ら
す平凡なの会社員です。 文通の経験はありませんが、日常の、ま
たは非日常のよしなしごとを気楽にやりとりしてみたいと思います
ので、よろしくお願いします。封筒や便箋にあまり凝ったりするほ
うではありませんので、あしからず。

ずえさん
なにわ通り 323番地 2021年12月15日まで

女性
20代

お菓子作り、DVD鑑賞、ジャニーズ（キンプリ）

普段は事務をしています。色んな方と楽しく文通できた
らなと思います。最近はアイドルにハマってます。

かおり〜なさん
彩の国通り 322番地 2021年12月15日まで

女性
20代

文通、掃除、生きものの飼育（両生類、爬虫類）

28歳です。色々と生活、人生が激変し、かつて断念せざるを得な
かった文通を再開することに致しました。人にすぐ心を開きまくる
ので、それ故に失敗することも多々ありますが、人を思いやり、
人を愛する、人を信じることが信条です。HSP、ADHDです。生き
づらさの塊ですが、明るい人間です。よろしくお願いいたします。

ミカスケさん
お江戸通り 698番地 2022年3月15日まで

女性
30代

万年筆、インク、筋トレ、ツーリング、読書、料理、
資格取得

お酒を辞めたら時間的ゆとりができたので、再入村しました。 普
段から字を書くのは好きで、万年筆を愛用しています。インクの世
界にも魅了されつつあるので色んな色でお手紙を書きたいと思っ
ています。気が向くと大型バイクでツーリングに出掛けたりもしま
すが、基本的にはインドアです。時間がある時にはスパイスから
カレーを作ったりして楽しんでいます。仕事は自営業です。

さゆさん
めんこい通り 80番地 2021年12月15日まで

女性
30代

旅行　雑貨屋巡り　文通　切手集め

文友さんを探してます⑅◡̈* 今は自粛中でなかなか出歩
けないので お家でお手紙を楽しみたいと思っています！
よろしくお願いします！

ぽんさん
越前通り 20番地 2022年9月15日まで

女性
20代

音楽　旅行　写真　漫画　食べること

こんにちは！よろしくお願いします♪以前入村していまし
た

勿忘草さん
さくらんぼ通り 35番地 2022年3月15日まで

女性
60代

紙物収集 折り紙 ハンドメイド スマホゲーム 100均
巡り

子供達も独立し、愛犬を溺愛しています。塾講師のアルバイトを
はじめて１年が経ちました。昔からジャニーズが大好きで今
はKAT-TUN推しです。老若男女色々な方とふみともになれたらな
と思っています。よろしくね。

花見川さん
ピーナッツ通り 481番地 2022年3月15日まで

女性
20代

猫、シャーロック・ホームズ、棒針編み

10年間一人の女性に想いを捧げていましたが、恋破れ、傷心中で
す。眠れない夜に編み物をしたり、黙々と資格の勉強をするのが
趣味です。 心温まる、まったりとした文通相手を探しています。
猫を飼っているので、猫アレルギーの方はご承知おきください。
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すーさん
上州三山通り 103番地 2021年12月15日まで

女性
40代

旅行、料理、ねこ、ヨガ、読書、文房具、ほぼ日、
語学、マンガ、アニメ、ゲーム、声優

はじめまして。ずっと海外で仕事をしていて、日本に戻ってきまし
た。海外にいるときには手紙をよく書いていましたが、日本に戻っ
てからあまり書く機会がないので、文通友達ができたらうれしいで
す。趣味が合う人かいたらお手紙ください！

あおぞらさん
伊勢通り 98番地 2022年3月15日まで

女性
60代

水泳、旅行、読書、料理、庭仕事

初めまして。手紙を書くことが好きで、文通を通じてい
ろいろな方と触れ合いたいと思います。 下手な字でも直
筆でお手紙のやりとりをしたいと思います。 どうぞよろ
しくお願いします。

さとやんさん
六甲通り 361番地 2022年3月15日まで

女性
40代

舞台、アニメ、漫画、ゲーム、本、文房具、御朱
印、雑貨、カラオケ

はじめまして。普段はSNSで友人とやり取りしていますが、久々に
手紙を書いてみたいと思い入村しました。スマホゲーム（刀剣乱
舞、あんスタ、ツイステなど）をしてることが多いです。本は
元々推理小説好きでしたが最近はビジネス本増えました。年齢性
別趣味拘らず色々なお話を聞いてみたいです！遅筆ですがよろし
くお願いします！

翡翠さん
お江戸通り 1142番地 2022年3月15日まで

女性
20代

オンラインゲーム、読書、文具集め

ひすい、ともうします。文房具やシールやインクを集めるのが好き
です。あまりアウトドアな趣味は持っていませんが、興味の範囲は
広いので様々なお話ができることを楽しみにしております。 普段
はIT系の仕事をしており、手書き文字というところから離れてしまっ
ておりますが、読みやすい字を心がけております

もふもふ♡さん
お江戸通り 1143番地 2021年12月15日まで

女性
30代

紙モノ、ほぼ日手帳、ゲーム

初めまして！初めてこういうサイトに登録します！ 紙モノ、人物マ
ステ、ほぼ日手帳が趣味で文通は前から興味があったのですがな
かなか身近にする相手もいなく、こういうサイトがある事自体知ら
なかったので趣味の合う文通相手をさがしています♡ お洋服、コ
スメ、ゲームも大好きです⸜ ♡ ⸝ よろしくお願いしますﾍﾟｺ
ﾘ((･ω･)_ _))

よもぎ餅さん
砂丘通り 27番地 2022年3月15日まで

女性
30代

ゲーム、漫画、神社仏閣巡り、国内旅行、マステ、
動物、水族館、日本史など

現在妊娠中で猫と夫の3人で暮らしてます◎日常のことや趣味のこ
と色々お話したいです。コラージュを見たりするのも好きです！ラ
イブに行ったりはしてないですが音楽(BUMP amazarashi 米津)、
お笑いも好きです！水ダウは欠かさず見てます！趣味が合う人も
そうでない人もよろしくお願いします♡

神山はるかさん
きびだんご通り 110番地 2021年12月15日まで

女性
40代

絵を描く、万年筆で文字を書く、 ネット小説を読む

皆さん、こんにちは。 神山はるかです。 絵を描くことと、万年筆
のインクで字を書いてうっとりしたり、ネット小説を読んだりする
のが好きな４０代・女性です。 絵についての感想・意見を言い合っ
たり、万年筆のインクについて語り合ったりができる方、ぜひ一度
ご連絡ください。

ナナさん
お江戸通り 1144番地 2022年3月15日まで

女性
30代

読書、プロ野球観戦、映画鑑賞、YouTube、グル
メ

初めまして。 30代独身です。 プロ野球観戦(特にヤクル
トとロッテ)が好きで、メインは球場グルメとマスコット
です。 今はコロナで行けてませんが、遠征もします。
読書や映画鑑賞も好きです。

はち＊*さん
火の国通り 61番地 2022年3月15日まで

女性
30代

紙もの、マステ、ステッカー、リボン、ハンドメイド、手帳、
写真、可愛いもの集め、野球

初めまして。 はち＊*と申します。書くことが大好きで大人になっ
た今、またお手紙のやりとりが出来ること嬉しく思います。タカガー
ルです♪野球観戦も好きですが、紙もの好きでファイルやジャンク
ジャーナルなどハンドメイドしてます＊*趣味の似てる人と楽しく話
したいです♪

いちじくさん
お江戸通り 1145番地 2021年12月15日まで

女性
30代

漫画、読書、映画、洋楽、ゲーム、アニメ、イラスト、料
理、ショッピング、雑貨、サブカル

不動産の営業をしています。日々の業務に追われながら、毎日疲
れて帰宅しポストを覗くと、入っているのはチラシばかり。そんな
日々の中、通勤電車内で偶然このサイトに辿り着き、直筆の手紙
を貰う喜びを思い出しました。そして手紙を書きたくなりました。
とても楽しそう！！年齢、性別問わず、気軽にやり取りできたら
嬉しいです。色々な話をしましょう！
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くまもんさん
ピーナッツ通り 482番地 2021年12月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、写真撮影

ディズニーが好きで、年間パスポートを持っていたきっ
かけから写真撮影が好きになりました

ちーずさん
なにわ通り 535番地 2021年12月15日まで

女性
20代

テニス、写真を撮る

かわいい便箋で手紙書くのが好きです。 この時代に文
通を通して男女問わず素敵な出会いがあればいいなと思っ
ています。 よろしくお願いいたします。

ぽこさん
彩の国通り 520番地 2022年3月15日まで

女性
20代

映画、音楽、純喫茶、ひとり旅、青春18きっぷ、読書、詞、
漫画、インスタントカメラ、星見

中国地方出身、関東在住の24歳です。文通や駅の伝言板など、ア
ナログ時代のコミュニケーションに憧れがあり、始めてみました。
好奇心旺盛、多趣味です。特に生まれる前（70～90s）のものが
好きです。趣味や日々の生活のこと、考えていることなどについ
て、のんびりと楽しくお話しできればと思います。村人の皆様、ど
うぞよろしくお願い致します。英語と韓国語、ある程度○

おはぎさん
どさんこ通り 347番地 2022年3月15日まで

女性
40代

特になし

家族は夫と息子2人。会社員。最近は体力が落ち、仕事と家事を
するだけで手一杯。結婚前は映画館によく行きましたが最近は行
けてません。自宅のベランダに植物を並べて素敵にしたいのです
がすぐ枯らしてしまいます。旅行が好きでいつかは海外で暮らした
いと思っています。

陽月さん
うつくしま通り 115番地 2021年12月15日まで

女性
20代

植物、スヌーピー、おさるのジョージ、海外、読書、文房具、
シール、ハンドメイド、紙物集め

はじめまして！小学生の女の子と0歳の男の子の子育てをしています
( ^ω^ )現在は育休中です。仕事は病院関係の仕事をしています！
お家で多肉植物やお花を育てたりしています。海外の景色やテレ
ビ番組を見るのが好きです。最近はハンドメイドの動画を見て作っ
たりしています！たくさんの方とお手紙を通して素敵な交流が出来
ることを楽しみにしています(*^ω^*)

純子さん
とちおとめ通り 41番地 2022年9月15日まで

女性
40代

旅行　猫　万年筆　散歩

はじめまして、45歳で介護の仕事をしています。 音楽を、
聴きながらお手紙を書くのが好きです。 御朱印も集めて
みたいと思っています、よろしくお願いします。

ひろたさん
どさんこ通り 348番地 2021年12月15日まで

女性
30代

料理、イラスト作成、競馬、洋画鑑賞、漫画集め、絵の具
や文具集め、本屋めぐり、お酒、自然観察

初めまして。生活に新しい風を取り入れたくてこちらに入会しまし
た。何にでも興味をしめすタイプですが、水彩画の他にも馬やミ
ニチュア製品、ゲームやアウトドアも好きです。最近はNetflixで
洋ドラを楽しんでます 手紙を書くことに慣れていない身ではありま
すが、年齢性別問わず日常のちょっとした出来事などをのんびりまっ
たり文通できたら嬉しいです。

たつまるさん
相模ハマっ子通り 572番地 2021年12月15日まで

女性
40代

美容全般(ネイルなど)、書道、SNOOPY、パン屋、
韓国ドラマ、アロマ、癒し、家

はじめまして★ 小学生の男の子がいる会社員です。 このような状
況でも毎日出勤して自宅と会社の往復の日々で楽しみも減ったの
で、新たな楽しみを探すつもりで登録しました。 趣味をたくさん
書きましたが、全体的に広く浅く･･･でも普段はメチャおしゃべりな
ので、日常話すおしゃべりの分を文字に込めれたらと思ってます。
よろしくお願いします。

むぎさん
どんたく通り 272番地 2021年12月15日まで

女性
20代

音楽鑑賞、漫画、アニメ、スマホゲーム、声優さ
ん、猫

はじめまして。好きなことや日常の話などできたらと思い参加しま
した！櫻坂46、Eveさんが特に好きです。 うつ病療養中です。の
んびり過ごすなかで漫画や声優さんにもハマりつつあります(*´-`)
文通初心者ですがよろしくお願いします！

海さん
杜の都通り 172番地 2021年12月15日まで

女性
20代

読書、音楽、漫画、韓国、旅行、アイド
ル(BTS、NiziU)、カラオケ

はじめまして！趣味の話、日常の話など何気ないことをのんびり
お話できたら嬉しいな〜と思い登録しました。小説や漫画を読んだ
り、素敵なカフェを探したりするのが好きです︎︎︎︎。 何より人と
話すことが好きなので、普段会えない方と文通を通して素敵なご
縁が繋がればと思っております。 年齢等気にしておりませんので、
気軽にお話できればとても嬉しいです！
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アールグレイさん
加賀の国通り 66番地 2022年3月15日まで

女性
40代

カフェ巡り，YouTube鑑賞，ひとり飲み，カラオケ，
ＥＸＩＴ

家と職場との往復の毎日，何か新しいことを始めてみた
いなと思い入会しました。手紙を書き慣れていないため，
最初はゆっくりのペースになってしまうかもしれませんが，
よろしくお願いします。

青空さん
上州三山通り 104番地 2022年9月15日まで

女性
30代

ハンドメイド、アニメ、漫画、お絵かき、文通、
紙モノ

初めまして、青空といいます。 20代～30代迄の女性の方と仲良く
楽しくやり取りをしたいと思っています。 基本ロンレタ派です。 ア
ニメや漫画が好きです( ¨̮ ) 色々楽しくやり取りが出来ると嬉しいで
す！ 宜しくお願い致します！

かにぼうさん
ピーナッツ通り 483番地 2021年12月15日まで

女性
30代

読書､園芸､料理•浴衣•着物の練習､youtube､面白いドラマ•
映画探し（全て気まぐれ）

初めまして。20代の頃には外に出る趣味が幾つかあり､特に1人貧
乏旅行が好きでした。今は家に篭る生活です。40歳迄手の届く所
にきましたので、新たに何か始めたく辿り着いたのがこの村です。
老若男女問わず様々な方とお話してみたいと思っています。皆さん
はコロナが落ち着いたら何をしてみたいですか？お便りお待ちし
ております（時には文香を同封することもあります）。

くろいいぬさん
六甲通り 362番地 2021年12月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、山歩き（若葉マーク）、ぼーっ
とYouTubeをみること、ハロプロ

はじめまして。 くろいいぬと申します。年齢性別問わず、様々な
方とお手紙を通して繋がりたいと思い入会しました。 何気ない日
常の出来事を気楽にお話ししてくださったら嬉しいです。 一つひと
つ丁寧にお手紙を書きます。 よろしくお願いします。

あだむちゃんさん
お江戸通り 1148番地 2021年12月15日まで

女性
20代

舞台観劇、BARめぐり、グルメ、カフェ、コーヒー、ドラマ、
映画鑑賞、文房具、旅行など

はじめまして！ 最近文通にハマり入会しました。 いろんなことに
興味を持つタイプなので、趣味のことやそれ以外のことでも
日々の出来事をお手紙でお話ししたいです。 文通は初心者ですが
心をこめてお手紙を書きたいと思います。

ぶんぶんさん
ねぷた通り 62番地 2021年12月15日まで

女性
20代

100均めぐり、文房具めぐり、趣味探し

はじめまして！ 何かいままで気になっていた文通を始めようと思い
ます！仕事も色々と忙しいため、すぐに返信ができないかと思い
ますが、必ずお返事はお返しいたします！老若男女問いませんの
で、いろんな人と繋がって行けたらなと思います！書きたいことが
ありすぎて変な文章になるかもしれませんが...,

ゆゆさん
なにわ通り 536番地 2021年12月15日まで

女性
40代

漫画を描いたり読んだり、音楽・ライブ(坂本真綾さん)、鉱
物・ルース収集(初心者)等…

20代の頃に少しだけ少女漫画家をしていたアラフォーです。事情
で漫画が描けなくなりましたが、今は趣味で描いたりしてます。
若い頃、漫画ばかり描いていたので、すっかり行き遅れ、 おひと
りさまを楽しんでいる私ですが、色々な方と色々なお話がしてみ
たいです。 ゆっくりペースですが、お気軽にお声がけしてもらえる
と嬉しいです。 どうぞよろしくお願いいたします！

じゆさん
ピーナッツ通り 484番地 2022年3月15日まで

女性
30代

セブチ、韓国文化、キャラクター(ちいかわ等)、配信アプリ
視聴、明日カノ、断捨離、歌うこと

福祉の業界で働き忙しくも単調な日々を過ごしています。 拝啓や
敬具など書かない堅苦しくなくて楽しい文通をしたく登録しました。
同じ境遇の方とやりとりしたいので独身でお子様のいない女性の
方希望です。 年齢にそぐわず若い方が好むような物が好きでそう
いう趣味の話が出来る相手がまわりにいないため共通点がありま
したら嬉しいです。

なつみかんさん
彩の国通り 521番地 2021年12月15日まで

女性
50代

手紙を書くこと。レターセット、シール集め。ライ
ブに行くこと。ひとりの時間。

はじめまして。50代前半、ダンナとふたり暮らし(こどもはいませ
ん)パートで接客業をしています。ポストに手紙が届いているととっ
ても嬉しくなります。手書きの文字の手紙は気持ちも一緒に届くあ
たたかいものだと思っています。ゆるーくゆったりペースで何でも
気軽にお話できたら嬉しいです。年齢問いませんが女性の方希望。
短めも長めもOK。各地に文友さんができたら幸せです。

さとさん
信濃通り 137番地 2021年12月15日まで

女性
50代

書画書道　自然　座禅　祈り　癒し　心温かいお
話　自己啓発　韓国ドラマ　読書

初めまして！ 書を通じて人格を磨く…不思議な書道教室に出会い、
考え方や生き方が180度変わりました。人生の経験はみんな宝物
です。 文通を通じて幅広い年代の方と、色々なお話をお聞きしな
がら、楽しくお手紙をやりとりできたら嬉しいです。 どうぞよろし
くお願いします。
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ふうかさん
お江戸通り 1150番地 2021年12月15日まで

女性
20代

お笑い鑑賞、友達とお出かけ、旅行、ゲーム、漫
画、美味しいものを食べること

はじめまして！ふうかといいます！小中学生の頃友達と文通をして
おり、また手紙を通して色々な方とお話してみたいなと思い始めて
みました。日々の出来事や、趣味のことなどたくさんの方とお話で
きたら嬉しいです！よろしくお願いします！

絵空さん
相模ハマっ子通り 573番地 2021年12月15日まで

女性
40代

全て気が向けば、カフェ、読書、美術、音楽鑑賞、レジンア
クセ作り、タロットリーディング、など

◾️手紙を書く機会が乏しいので、これを機に。気楽な文字交流が
できればいいなと思います。独身です。 ◾️自身は、文字量(軽め～
普通)、文字の大きさ(小さくはない)、字は丁寧に書くよう心掛けて
います。良識の範囲内であれば、便箋や葉書の質にこだわりはあ
りません。 ◾️見えない相手同士ではありますが、良好な距離感
を保てる方。よろしくお願いいたします。

あおこさん
どんたく通り 273番地 2021年12月15日まで

女性
30代

読書、映画、ゲーム、カフェ・居酒屋巡り

文字を書くことが好きで、日常のことを誰かとお話しできたらと思
い文通を始めたいと思いました。 長男の育児に奮闘しつつ、双子
の姉妹を妊娠中。育児の話や家族の話を同じような境遇の方とお
話しできたらと。また刀剣乱舞、FGOと言うゲームを中心に、他に
もちょこちょこ。女性の方との文通希望です。よろしくお願いしま
す。

ぷこふさん
お江戸通り 1151番地 2021年12月15日まで

女性
20代

掃除、文章を書くこと、漫画を読むこと、ムーミン、
温泉、旅行、カラオケ

こんにちは。コロナ禍で外に出ることもままならず、もともと好き
だった手紙を書くことを趣味にしたいと思い、始めてみました。文
章を書くことがとても好きです。綺麗なレターセットを集めるのも
好きなので、誰かにお送りできたら嬉しいです。日常の何気ない
お話のやりとりを楽しみにしています。よろしくお願いいたします。

れんさん
お江戸通り 1152番地 2021年12月15日まで

男性
20代

ミステリー作品を鑑賞、古着めぐり、ラーメン巡り、

18の頃から声優を目指したんですけど今ちょっと挫折気味になって
しまってフリーターをしてます。つまるところ暇です笑 僕は生まれ
た頃から手紙というのを待ったことがなかったのでどんな気分なん
だろうと思って興味本位ではじめました。ここまで読んでくださり
ありがとうございます！！

ぼんさん
お江戸通り 1153番地 2021年12月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、ゲーム、手芸

はじめまして。 コロナ禍で家にいる時間も増えたので誰かと手紙
でお話ししたいと思い、入村しました。 お互いの趣味や日々の些
細な事などやりとりできたらなぁと思っています。 最近料理のバリ
エーションが少なくて悩むことも多いので、お勧めのレシピなんか
もやりとりできたら嬉しいです。

みゆさん
どんたく通り 274番地 2021年12月15日まで

女性
20代

読書、映画、ゲーム、ドライブ、ハロプロ、ジャ
ニーズ、漫画、アニメ、カフェ巡り

はじめまして。手紙を書くことが好きで、色々な方と手紙を通じて
楽しくお話出来たらなと思い入村しました。 読書やゲーム、アニメ
など好きです！ 趣味の事や日常の出来事などのんびりやり取り出
来たら嬉しいです。 よろしくお願いします。

正子さん
相模ハマっ子通り 574番地 2021年12月15日まで

女性
80代

短歌、ラジオを聴くこと

同年齢でお話が合う方がいません。シャンソン、短歌、ラジオ深
夜便が大好きで、お手紙を通して同じお話で盛り上がりたいです。
最近は字を書くことも衰えてきていますが娘に手伝ってもらい頑張っ
てお返事書きます。宜しくお願いします。

あひるさん
お江戸通り 1154番地 2021年12月15日まで

女性
30代

食べること＊飲むこと＊美味しいお店探し＊旅行＊
御朱印帳＊美術館

おすすめの場所や映画、美味しいお酒やお肴、もちろんお菓子も、
あなたが密かに幸せになること、こっそり教えてください。私もお
伝えしたいです。 筆は早くないですが、ゆっくり続けられる方とご
縁がありますように。

りあんさん
さるぼぼ通り 102番地 2021年12月15日まで

女性
10代

手芸、ボカロ、動画・アニメ鑑賞、漫画、ファッショ
ン、着物、読書、考えること

こんにちは。幼い頃、友達と文通していたのをを思い出し、入村し
てみました。日々の中で見つけた小さな幸せや可愛いを共有出来
たらいいなと思っています。趣味が合う合わない関係なく、色々な
人と話してみたいです。初心者なので至らない事があると思いま
すが、よろしくお願いします。
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さんあさん
お江戸通り 1155番地 2021年12月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、掃除、ペットと遊ぶ、直感の赴くままの
旅、雑貨屋さん巡り

こんにちは。普段は物書きの仕事をしながら、可愛いペットのうさ
ぎと二人で暮らしています。仕事が忙しくマイペースなやり取りに
なってしまいますが、この場をお借りして楽しくお手紙のやりとり
ができたら嬉しいです＾＾

めるもさん
ピーナッツ通り 485番地 2021年12月15日まで

女性
20代

お絵描き、読書、映画鑑賞、ペットの世
話、YouTube、ピアノ、散歩、カメラ等。

初めまして！めるもです！　 日々、自分の思いを絵や文で表現し
て発信するのが好きです。子ども関連の仕事をしていて毎日が忙
殺されそうになるけど、好きなことをしている時間は自分を大切に
してる時間なんだと思い毎日を過ごしています。 よかったら私と文
通しませんか？お待ちしてます。(*´◒`*)

弓削　光さん
お江戸通り 1156番地 2021年12月15日まで

女性
50代

クラシック音楽鑑賞、読書

首都圏でフルタイムの会社員をやっています。昨年から自宅で過
ごす時間が長くなり思い立って、万年筆でお手紙を書き始めました。
お返事いただける方を探しています。かわいい便箋と封筒を探し
て購入するのも最近の楽しみです。よろしくお願いします。

もいもいさん
どんたく通り 276番地 2021年12月15日まで

女性
20代

読書　たべること　アニメ　漫画

食べることが好きです。あまいものなど... 本や漫画もちょくちょく
読んでいます。 あまりしっかりした趣味はないのですが、 文字を
書いて人と交流したいなぁと思いました。 気楽に何気ないお話をで
きればと思います！ （最近食べた美味しかったもの、好きな本、
漫画など...）

沓子さん
杜の都通り 173番地 2021年12月15日まで

女性
20代

映画、音楽、読書、美味しいもの、温泉、ヨガ、
筋トレ、動物

もうすぐ30代に突入します。普段は健康・体型維持のために自宅
で筋トレやヨガに励んでいます。矛盾するようですが食べることも
大好きです(笑)今はハムスターと暮らしています。うさぎ、モルモッ
トなどげっ歯類には特に弱いです…！東京事変・椎名林檎愛好家
です。どうぞよろしくお願いします。

ぴざさん
紀州通り 37番地 2021年12月15日まで

女性
20代

音楽鑑賞、漫画、懸賞応募、野球観戦、ファンレ
ターを書く

はじめまして。どちらかといえばインドア派ですが、好きなものの
ためにお出かけするのは好きです。野球は東京ヤクルトスワロー
ズのファンです。同じ趣味などに限らず、色々なお話をしたいです。
申し訳ありませんが女性の方限定でよろしくお願いします。

ピノさん
お江戸通り 1157番地 2022年3月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、ゲーム（RPG）、YouTube鑑賞

封筒や便箋を使ってのやり取りに魅力を感じて登録しました。文章
が好きなので、手紙を書いたり読んだりを楽しみにしています。
自分の趣味以外の話題でも、お話は喜んで聞きます。 どうぞよろ
しくお願いします。

ももすけさん
うつくしま通り 116番地 2021年12月15日まで

女性
40代

音楽、写真(空、風景、花)、旅行(城好き)、韓国、山
(登る、眺める)

40代後半、独身の猫派な会社員です。 このご時世で淡々と過ぎる
時間がとてももったいなく感じています。 何かを始めたいなと思っ
たとき、ふと昔やってた文通を思い出しました。ちょっと検索して
みたら巡り会った文通村。 新しい出会いで、私の新しい人生に、
新しい風が吹いたらいいな。 宜しくお願いします。

かっぱさん
お江戸通り 1158番地 2021年12月15日まで

女性
20代

読書 乗馬 音楽鑑賞(ゆず 星野源) ドライブ

来年30になるアラサー女性です。音楽を聞きながら運転
する時間、馬と触れ合う時間が一番心が休まる時間です。
同年代の方と、ゆる〜いやり取りが出来れば嬉しいです。

ちょこみんとさん
彩の国通り 522番地 2021年12月15日まで

女性
50代

観劇、宝塚、韓国ドラマ、映画鑑賞、米粉、珈琲、
アロマ、介護資格、ヨガ、温泉

はじめまして。子育て卒業。今はこのご時世、仕事中心
の暮らしになりがちなので、好きな事で心に潤いを与え
つつ過ごしています。女性の方、幅広い年代の方々とご
趣味のお話を共有できたらいいなあと思っています。
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ひまわりさん
なにわ通り 537番地 2022年3月15日まで

女性
60代

文通、文房具、記念切手、クロスワード、100均巡
り、ポストクロッシング

介護も終わり子供達も独立し、自分の時間を持てるようになりまし
た。いろいろな地方の方と、たわいもないお話ができたらと思いま
す。デジタル時代ですが、ポストにお手紙が届くのを楽しみにして
います。どうぞよろしくお願いいたします。

まっちょさん
彩の国通り 523番地 2021年12月15日まで

女性
20代

一人カラオケ、カメラ(初心者)、筋トレ、ビール

筋トレとビールがすきな20代OLです。 文房具が好きなのですがな
かなか手紙を書く機会がないため登録してみました。 在宅勤務を
していて世界が狭くなってしまう日々だなあと思うので、ぜひみな
さまの好きなものを教えてもらえたら嬉しいです！ また、ナレーター
を目指して勉強中です。夢についてお話できるのも楽しそうです
ね。 是非よろしくお願いいたします。

しずくさん
なにわ通り 538番地 2022年3月15日まで

女性
20代

旅行、ドラマや映画を見ること、音楽を聞くこと、
カフェ巡り、夜の散歩、韓国

はじめまして。冬に30才になる社会人です。小中学生の頃、友達
と交換日記や手紙交換をよくしていたのですが、お返事を待つ時
のあのワクワクする気持ちをまた思い出したくて入村しました。昔
韓国に留学していて、その関係で仕事も少しグローバルです。年
齢性別問わず色々な方と日々のできごとなどお話できることを楽し
みにしています:)

なおさん
上州三山通り 105番地 2022年3月15日まで

女性
40代

手芸ハンドメイド、お買物、手紙、カフェ、お茶、紅茶、北
欧雑貨、読書、旅行（海外、国内）

小さな娘のいる専業主婦です。のんびりお手紙のやり取りが出来
たら良いなと思っております。子どもの話や趣味、日頃の多愛な
い話など色々とお話しできたら嬉しいです。年齢は問いません。
ムーミン、北欧雑貨などかわいいもの、カフェでのんびりと過ごす
のも好きです。仲良くしてくださる方がいらっしゃいましたら、のん
びりペースかもしれませんが、よろしくお願い致します。

うさこさん
六甲通り 364番地 2022年3月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、カフェ巡り、美容、ファッション

はじめまして。30代一人暮らし、福祉の仕事をしています。コロ
ナ禍で出かけることが出来ず職場と家の往復が続き毎日寂しく感じ
ています。何か趣味を増やしたい思いはじめました。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。

ひろしさん
お江戸通り 441番地 2021年12月15日まで

男性
40代

読書、食べること、野球観戦（スタジアムで）

はじめまして。一人暮らしなのでさびしいです。文通でいろいろな
人と繋がりたいです。小中高と野球部に所属していました。読書
や食べ物、野球のことなどいろいろなこで文通を通して交流したい
と思います。よろしくお願いします。

とてっぽ～やさん
どさんこ通り 345番地 2022年3月15日まで

女性
30代

読書、ラジオ、音楽鑑賞、おいしい物、お笑い、
占い、家庭菜園、自然

初めまして。子育て中のワーキングママです。コロナ禍
でなかなか外出できないので、家でできることとして文
通を始めました。お友達が少ないので、ここで色々な世
代の方と交流できたらと思います。よろしくです！

タンポポさん
相模ハマっ子通り 322番地 2021年12月15日まで

女性
40代

多趣味。今はピアノとステンドグラスを習ってます。

初めまして。私は軽い精神障害者です。でも普通に健
康な友達もいます。性格はやさしい癒やし系、面白い、
物知りと思われやすいです。男性とも女性とも友達にな
りたいです。

ちょこっとさん
相模ハマっ子通り 299番地 2022年3月15日まで

女性
60代

旅、宅トレ、映画

はじめまして。若い頃は手紙のやりとりもしていたのに、
いつのまにか…。手紙を通して、さまざまな方のそれぞ
れの暮らしやお考えを知ることで、視野を広げていきた
いです。よろしくお願いします。


