1

第283号

2021年9月30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

くらざさん
お江戸通り 168番地

2022年9月30日まで

女性
40代

シズカさん
お江戸通り 256番地

2022年9月30日まで

消しゴムはんこ、文具屋巡り、紙モノ・万年筆イン
ク・カラーペン・マステ・シール集め

時短料理、ソーイング、スイーツ、パン、コーヒー、
素敵なレターセット・クロモス収集

また文通がしたくなり再入村致しました。お手紙グッズを見て回る
事、消しゴムはんこ・マステ・シールを使った文通用のレターセット
作り、100均巡り、ノートデコが大好きです。文通に関する事、趣
味の欄にあげた事、日常生活の事を色々お話したいです。宜しく
お願い致します。

夫と1歳の娘と3人暮らしの兼業主婦です。仕事がリモートになり時
間のゆとりができたので再入村しました。育児、趣味、日々のこ
となど内容はこだわらないので楽しくやりとりできたら嬉しいです。
毎朝食べるトーストに少し飽きてきたのでオススメのトーストアレ
ンジを教えてもらえると嬉しいです。マイブームはレモンサワーで
す！

女性
30代

みとりさん
もみじ饅頭通り 45番地

2021年12月31日まで

男性
60代

映画鑑賞、国内旅行、紙創作、渓谷巡り、登山、
寺社巡り、観葉植物
映画、ライブ、旅行、登山などに行くことが好きですが、家の中
でまったり過ごすことも好きです。 インドア、アウトドア、どちら
でもいけます。 年齢、趣味問わず、様々な方と交流していきたい
と思っています。 よろしくお願いします。

女性
40代

とりみみさん
砂丘通り 12番地

2022年9月30日まで

女性
40代

kikiさん
越後通り 102番地

2021年12月31日まで

犬、車、ドライブ、音楽鑑賞、韓国
初めまして。kikiと申します。日本全国にお友達が出来
たらと思い入村いたしました。日頃の何気ない事など気
軽にお話が出来たら良いですね･･･。年齢・性別は問い
ません。各地にお友達が出来たら嬉しいです☆彡

きりたんぽ通り 22番地

2021年12月31日まで

磯づり、囲碁、将棋、アマチュア無線、ビリヤード、
社交ダンス
将棋は全国大会準優勝

女性
20代

鳥、自然観察、和菓子、PCゲーム、たまごっち、
パンの通販、尼プラ、ルームランナー
夫、娘(成人)、2羽のオウムと毎日賑やかに暮らしています。好き
だった一人旅に行かなくなってしまい、家の中で過ごす日々です。
色んな事に興味があり多趣味傾向ですので、日々の何気ない事か
ら未知なる世界の事など、年齢性別問わず色々な方との手紙を楽
しみたいです。よろしくお願いします。 （PCゲームは街作りや経
営系のSLG、マイクラ、Sims4を主にやっています）

孫子さん

かなさん
お江戸通り 788番地

2021年12月31日まで

ポケモンアニメ、ゲーム実況動画、カフェ巡り、音
楽鑑賞、ドラマ、映画、新日プロレス
20代後半の社会人独身です。手書きのあたたかさに触れたくなり、
久しぶりに復帰しました。アロマンティックアセクシャルかノンセク
シャルだと思っています。日々のことやお互いの趣味の話など、年
齢性別問わずいろんな方とお話しできたら嬉しいです。お返事は
のんびり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。

男性
20代

すのーさん
古都みやび通り 160番地

2021年12月31日まで

読書、英語学習、ドライブ
初めまして。仕事の空いた時間に趣味として何かをした
いと思い、文通を始めてみました。まったくの初心者で
すが、何卒、よろしくお願いします。
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女性
20代

2021年9月30日

どん田口さん
お江戸通り 1160番地

2021年12月31日まで

女性
40代

にわとりの散歩、変な顔、飲酒、歌う、喋る、銭
湯、お米を食べること
にわとりが大好きなアラサーです。 お天気は晴れが好きです。 肩
は左が凝っています。 靴のサイズは大きすぎて言えません。24.5
です。 賃貸アパートなので壁に穴を開けたらいけないと分かって
いてもどうしても開けてしまいます。 これが今の悩みです。 雨の
日も好きですよ。 よろしくお願いします。

女性
30代

あおいさん
お江戸通り 1162番地

2021年12月31日まで

小学生～高校生くらいまで国内・海外文通を楽しんでいました。 今
は家事・育児・仕事に追われる毎日ですが、お互いのペースでお手
紙をやり取りできたらいいなと思っています。趣味にピンと来た方、
実親と同居の方、十二国記熱が再燃中の方、どれにも当てはまら
ない方もお手紙お待ちしています(^^)

女性
30代

あささん
2022年3月31日まで

普段は同じコミュニティの人としか話す機会がないので、色々な人
とお話したいと思って始めました。やり取りやお返事は少々ゆっく
りになるかと思います(～3ヶ月くらい？)。自分の世界を広げたいの
で、年代や趣味に関わらずやり取りできたらと思います。よろしく
お願いします。

椿さん
杜の都通り 174番地

女性
30代

2021年12月31日まで

2022年3月31日まで

あんさん
越後通り 118番地

2021年12月30日まで

はじめまして。あんと申します。 以前から文通に興味があり、ネッ
トで調べてこちらにたどり着きました。 文通は小学生以来なので、
不安ですが、 楽しんで続けていけたらと思います。 日々どんな事
があって、どんな風に感じて、 楽しかった事、悲しかった事、嬉し
かった事、沢山お話しましょう。よろしくお願いします。

女性
30代

おさかなさん
茶畑通り 209番地

2021年12月31日まで

美術鑑賞、料理、読書、旅行、コーヒー、温泉、
お文具さん等

年甲斐もなく可愛いものが大好きで、サンリオやswimmerなどに
萌えています(*´ω｀*)昔から猫を飼っていて、たまに猫カフェに浮
気しに行きます（笑）お出かけも好きなので、おすすめのお出か
けスポットがあれば教えてください★

みきもちさん
お江戸通り 1163番地

ねぷた通り 63番地

読書、ガーデニング（初心者）、パン屋巡り

ハンドメイド、料理、猫カフェ

女性
30代

ましろさん

はじめまして。地域や年代を問わずお友達ができたらいいなと思
い登録しました。３歳の娘がいる働くお母さんです。子供の頃から
文房具や紙モノが大好きで、使ったり眺めたりして楽しんでいます。
たまーにバイクに乗ったり家族でキャンプにも行きます。お手紙を
通して趣味や日常のことをお話できたら嬉しく思います。どうぞよ
ろしくお願いします♪

読書、紅茶、文房具、雑貨、ファッション、美容、ねこ、う
さぎ、神社、神話、Web漫画

女性
30代

2021年12月31日まで

文房具集め(なんでも大好き)、手帳デコ、カフェ巡り、家庭
菜園、たまにバイクとキャンプ

最近、ガラスペンを購入し、せっかくなのでお手紙を書
きたいと思い入会しました。 日常の些細なことや思って
ること、他愛もないになってしまうかとおもいますがよろ
しくお願いいたします。

めんこい通り 83番地

とちおとめ通り 125番地

読書、旅行、ドライブ、道の駅めぐり、ガーデニ
ング、海釣り

読書、ミュージカル観賞、グルメ

女性
20代

つなさん

2021年12月31日まで

音楽(吹奏楽・ピアノ/歌)、映画鑑賞、ディズニー、文房具集
め、日記、レトロ、料理、食べ歩き
みきもちです！小さい頃から可愛い文房具や、お手紙のやり取り
が好きで、いつかやってみたいと思った文通。やり取りを通じてお
話して楽しみたいと思い、やりたいこと片っ端からやってらしく生き
てます！自然やレトロなものが好きです。あと、趣味でピアノと吹
奏楽(打楽器)をやってます。ディズニーが好きで、パークには今
は3ヶ月に1回のペースで行ってます。よろしくお願い致します！

観葉植物と熱帯魚を育てて暮らしている主婦です。 年齢性別問わ
ず、様々な方と文通を楽しみたいです。 お一人お一人に心を込め
て書きたいと思います。 こだわりの文具で文通したい方も歓迎で
す。 よろしくお願いします♪

女性
40代

ちろさん
ねぷた通り 64番地

2022年3月31日まで

文通、読書、旅行、観劇、着物、時々ハンドメイド 、雑貨
屋・文具店巡り、海外ドラマ鑑賞。
初めまして。伝統工芸品がや民芸品が好きで、その土地ならでは
の風習や暮らし方、行事や郷土料理などに興味があります。旅先
では道の駅やローカルスーパーを探検するのが楽しみです。皆さ
んの日常をぜひお手紙で教えてください。日々のちょっとしたこと
を気軽に話せたら嬉しいです^ ^女性限定でよろしくお願いいたしま
す。
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男性
30代

2021年9月30日

銀蔓さん
六甲通り 365番地

2021年12月31日まで

男性
30代

読書、映画鑑賞、テレビゲーム、お笑い、散歩
元から手紙を書くのが好きだったのですが、偶然この興味深い村を
見つけたのでお邪魔しました。 趣味はインドアで楽しむことが多
いです。本が好きで純文学やミステリを中心に、映画は最近「男
はつらいよ」を全作観たりしました。 初めてなのでわくわくしてい
ます。気軽にのんびりと文通を楽しめたら良いなと思っています。
よろしくお願いします！

女性
50代

はなゆうさん
彩の国通り 524番地

2021年12月31日まで

女性
30代

♡かのん♡さん
相模ハマっ子通り 575番地

2021年12月31日まで

男性
40代

ふらんちぇすこさん
お江戸通り 1164番地

2022年3月31日まで

野球観戦（ヤクルトファン）クラシック音楽
で散歩 お酒（ビールや熱燗）

万年筆

女性
20代

女性
20代

ししさん
なにわ通り 541番地

2021年12月31日まで

紙もの/マステ/シール /イラスト/ファッション/デザイン/ゲー
ム/映画鑑賞/美術鑑賞
はじめまして☺️現在デザイン業に携わっており、作業は専らデジ
タルですが、手紙や絵をアナログで描くことが昔から大好きでした。
可愛くてゆるいマステやシール、紙ものが好きで、つい買ってしま
います…。映画や美術鑑賞も大好きです。最近は韓国映画もよく
観ます。年代問わず色々なことをお話できたら嬉しいです♪

めろんさん
なにわ通り 539番地

2021年12月31日まで

アニメ鑑賞、YouTube、漫画を読むこと、ゲーム
はじめまして、めろんと申します。字は綺麗なほうではありません
が、昔から手紙の交換や交換日記が好きです。誰かと文通をして
みたい！という思いから文通村を見つけました。最近は美味しいも
のを食べることにハマっています。よろしくお願いします。

女性
30代

みささん
彩の国通り 525番地

2021年12月31日まで

映画、読書、動物、美容、お出かけ、資格の勉強、
ハンドメイド、多肉植物、御朱印
子供が中学生になり、時間に少しゆとりができたので入村してみ
ました。コロナ禍なので、お休みの日は家で小説を読んだり、山
や自然の綺麗な場所に行ったりしています。文通が、生活のちょっ
とした楽しみや癒しになれば良いなぁと思っています。趣味が合い
そうな方はもちろん全国老若男女、のんびり色々な方と色々なお
話をしたいです。

女性
20代

とりくるみもちさん
なにわ通り 540番地

2021年12月31日まで

読書、ゲーム、音楽を聴く

着物

はじめまして。文通は全くの初心者ですがよろしくお願いします。
字は綺麗ではありませんが万年筆が好きでもっと使ってみたい、イ
ンクを楽しみたいと思い入村いたしました。手紙なんて殆ど書いた
事ありませんが皆様よろしくお願いします！最近美味しいコーヒー
を飲むとスーッと嫌なことが忘れられるようになりました（笑）

2021年12月31日まで

どこか遠くの知らない誰かと交流がしてみたいと思い、
今回入会してみました。いままで手紙を書いた事はあま
りないのですが、一通でも多く、文通を通して楽しく過
ごせたらいいなと思います。

ブログ更新☆読書☆映画鑑賞☆ドラマ鑑賞☆アニメ鑑賞☆
ポスクロ☆ポスユナ☆実家猫と遊ぶ事
私は今、海外の人達と絵はがきの交換を楽しめる、ポスクロとポ
スユナをやっています☆ 海外の方達との交換は、基本的に全て英
語でのやりとりなのですが、日本の方と日本語でお手紙の交換も
してみたいと思い文通村に登録してみました！ 映画やドラマ、猫
の話しやブログに関する事など、いろんな事をお手紙を通してお
話ししていけたらと思いますので、よろしくお願いします♡

さるぼぼ通り 103番地

バイク、コンビニスイーツ、映画鑑賞、フィルムカメラ、ス
ポーツ、ラノベ(昔)、万年筆、虹探し

手芸、YouTube等動画視聴、ゲーム、映画鑑賞、
漫画、読書
はじめまして。中3の娘がいる50代前半の専業主婦です。手紙を
書きたいけど相手がいない…と悩んでいたらこちらを見つけました。
特別じゃなくても日常の過ごし方や感じたこと、お互いの悩みを解
決法を求めるのではなく愚痴を聞いて貰うような感覚でやりとり出
来たら嬉しいです。

村人Pさん

こんにちは、とりくるみもちです。鳥とくるみ餅が大好きなので単
純に組みあわせてこの名前にしました。 好きなもの：動物、ゼル
ダの伝説、本、音楽(最近はchildspotさん、エレクトロスウィング
など)、ヨーロッパ 文字数が難しかったので箇条書きにさせて頂き
ました。これからはじめましての方と文通できるのを心から楽しみ
にしております！

女性
30代

すももさん
お江戸通り 1165番地

2021年12月31日まで

お家でまったりすること、睡眠、スイーツ、ディズ
ニー、お笑い、YouTube
はじめまして。今回お試しコースで入会したので、日常
の息抜きに気軽に楽しめたらと思います♪ 主婦の方やの
んびりとお付き合い下さる方、よろしくお願いします。
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女性
30代

2021年9月30日

みやさん
もみじ饅頭通り 166番地

2022年3月31日まで

女性
40代

御朱印巡り。サッカー観戦。ジャニーズ。旅行。
３０代のシングルマザーです。離婚後に看護師、ケアマネの資格
をとりました。 コロナ前はとにかく多趣味でお出かけ大好きでした
が、今はおうちで楽しめる趣味を求めております。 趣味の合う方
もしくは、全然違う趣味をお持ちの方のお話も大歓迎です。よろし
くおねがいします

男性
50代

海羽

憗さん

茶畑通り 210番地

2021年12月31日まで

女性
30代

なほさん
なにわ通り 542番地

2022年3月31日まで

女性
70代

穂刈（ほかり）さん
2022年3月31日まで

作家志望の社会人大学生です！ 収集癖があり、ポストカードやノー
トなど文具を中心にやたらと集めています。 また、専らクラシック
ですが独学でピアノを弾き始めました。リストが好きです。 共通
の趣味がある人ともない人とも、楽しく交流できたらと思っていま
す♪

青空さん
相模ハマっ子通り 576番地

彩の国通り 526番地
園芸

洋裁

踊り

ボーリング

2021年12月31日まで

映画鑑賞

初めまして！ 昔、文通をしていた事を思い出し、また手紙を通し
て沢山の方と色々なお話をしたいと思い登録しました。 字は上手
ではありませんが、暖かみのある文通が出来たらとても嬉しいで
す！ 宜しくお願いします！

女性
20代

もりさん
ピーナッツ通り 486番地

2021年12月31日まで

初めまして。文通に憧れがありつつ、お相手を探す方法がわから
ないでいたところ、こちらを発見しました。 好きなものは読書で、
小説、お片付けの本、傾聴、自己分析など色々読みます。クジラ
の彼、ぼくのメジャースプーンなどが好きです。 他には好きなバ
ンドや音楽、文房具、夜空、好きなバーなどに日々エネルギーを
もらってます！ どうぞよろしくお願いします。

女性
10代

読書、ゲーム、麻雀、クラシック、ネイル、少年
漫画、海外旅行 など

女性
40代

ちーちゃんさん

読書(小説＞ビジネス書)、ライブ参戦、宅トレ

はじめまして、こんにちは。 文通をするのは小学生以来の初心者
です。 いろんな方とやりとりしてみたいと思いはじめました。 楽し
いことが好きですが仕事が忙しくてこれといった趣味があまりない
です…。 皆様の好きなこと等教えてくださると嬉しいです。

さるぼぼ通り 104番地

2022年3月31日まで

旦那と愛犬2匹と暮らす専業主婦です❁⃘*.ﾟ 今まで会社勤め等した
ことありますが、どうしても人間関係が上手くいかず…もともとネ
イルが好きだったので、40歳になって思い切ってネイリストへの勉
強を初めました♡おひとり様行動が多いです。「文通村」を知って、
楽しそう❁⃘*.ﾟ文通なら…と思い登録しました☺️よろしくお願いし
ます.｡.:*♡

料理、映画鑑賞

女性
30代

ちょるる通り 65番地
ランチ巡り・お出かけ

テニス、水泳、切手収集、天体観測、堤防釣り、
軽貨物何でも（？）運びます。 絵葉書歓迎。 ふたりの
ポラリス藍より青し うみこ森倉円ファン。ノイコミ読んで
ます。

You❁⃘*.ﾟさん

2021年12月31日まで

ケーキ作り（初心者）、読書、洋服、喫茶店やカフェでの
んびり、飛行機、ペン探し、町田啓太さん
はじめまして。 空を眺めるのが好き、飛んでいる飛行機を（飛ん
でいなくても）眺めるのが好きな「青空」と申します。 子供の頃に
好きだった手紙を書くことを大人になった今、また始めたいな、と
思っていた頃、文通村を知り入村しました。文才もなく字にも自信
はありませんが、心を込めて書きたいと思います。 どうぞ宜しくお
願いします！

りそさん
どんたく通り 277番地

2021年12月31日まで

ダンス、読書、映画鑑賞、アニメ、漫画
求職中の19歳です！最近、手紙を発掘して懐かしさが
あり入村しました！ アニメ、漫画大好きで、好きな人と
共感したいです！なんなら紹介して欲しかったりします！
よろしくお願いします！

女性
20代

アンさん
お江戸通り 1166番地

2021年12月31日まで

読書、水彩画、ていねいな暮らし、古い物
はじめまして。 アンと申します。 日々の暮らしの中で見つけた小
さな発見や、ささやかな幸せな幸せのお話を教えて頂けたらなと
思います。 私自身は、歴史や古い物が好きで普段は、(このご時
世中々難しいですが)蚤の市に出かけたり、読書をします。 あとは
絵を描くことをしているので水彩画のお話なんかもできたら嬉しい
です。 よろしくお願いします。
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第283号
女性
40代

2021年9月30日

ももりんごさん
かすていら通り 64番地

2022年3月31日まで

女性
30代

お菓子づくり、料理、ホームパーティー、温泉、ド
ライブ、旅行、インターネット
中学生の頃、文通していたことを思い出し懐かしくなりました。い
ろんな方と出会い、手紙のやりとりをする中で、季節や日々のちょっ
とした幸せを見つけたいです。 最近はコロナ禍で、お菓子づくり
を楽しんでいます。 よろしくお願いします。

女性
30代

あいうたさん
お江戸通り 1168番地

2022年3月31日まで

女性
30代

monchさん
ちゅら海通り 69番地

2022年3月31日まで

お江戸通り 1167番地

2022年3月31日まで

海外·韓国ドラマ鑑賞、postcrossing、紙モノ·切手集
め、100均巡り、お菓子
こんにちは。 久しぶりに誰かと文通したく、思い切って入会しまし
た。 あんまり趣味がないので、あなたの好きなことをたくさん教
えて欲しいです( ¨̮ ) 子供が2人(小2と年長)います。話が合う人と文
通出来たら嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
40代

茶々さん
相模ハマっ子通り 577番地

2022年3月31日まで

文房具・切手収集、観劇、読書、漫画、TVを見る、
食べること

ライブに行くこと、音楽フェス、声優、ヒプマイ、紙もの収
集、ヒグチユウコさん、車いすバスケ
はじめまして。仕事仲間が文通していて楽しそうだなぁと思って入
会しました！紙ものが好きで集めがち。ライブはロックバンドが多
いですが、ミュージカル、朗読劇などを鑑賞するのが好き。最近
はパラリンピックの車いすバスケのかっこよさにハマってます。よ
ろしくお願いします。

あんみつさん

はじめまして 小学生の頃から交換日記や文通をしていましたが、
いつの間にか手紙を書く機会が減ってしまいました。 学生の頃から
文房具や切手、B'z、矢沢あいさん、アランジアロンゾ、2時間サ
スペンス、ハンズが好きです。最近はNiziU、宇宙兄弟のムッタ、
すみっコぐらし(とかげ)、韓流ドラマ、無印良品、ロフト、フェリシ
モなども好きです。よろしくお願い致します。

女性
60代

もずくさん
もみじ饅頭通り 168番地

2022年3月31日まで

海、旅行、写真、カラオケ、ショッピングドラマ、映画、ゲー
ム 食べること、料理、お酒

旅行、温泉、ドライブ、食べ歩き、 散歩、料理、
断捨離

お相手様へ私からのこだわりは特にありませんので 他愛もないお
話で、お葉書一枚でも気軽にお付き合いして頂けたら良いなあ〜、
と 思っております<(_ _*)>⑅﹌┈⇢ 昭和レトロ、無印良品、シール
文房具が好きで収集癖があるので お裾分けも出来たら嬉しいで
す♡︎

はじめまして！ 子どもの手が離れたので、昔好きだった文通を再
開したいなと思い入村しました。 同年代か、それ以上の方と感動
した事や、面白い話、情報交換等をしたいです。字は下手ですが、
文章を書くことが大好きです。ゆっくりぼちぼちの間隔でお手紙の
やりとりができたらと思っています。 よろしくお願いします。

女性
20代

ゆきさん
加賀の国通り 67番地

2022年3月31日まで

女性
60代

演劇鑑賞、神社巡り、パン屋めぐり、漫画
はじめまして。どこかの遠い誰かと言葉を交わせたら嬉しい、と思っ
てはじめてみました。文通初心者ですがよろしくお願いします。福
祉の仕事をしています。コロナ禍なので遠出はできませんが、美
味しいものを食べに行ったり、自然や歴史のあるものにふれたりす
ることが大好きです！ いろんな方と言葉で交流して、お互いの小
さな幸せを伝えあえたら嬉しいです。よろしくお願いします！

女性
20代

ひるねさん
茶畑通り 211番地

2021年12月31日まで

食べること、寝ること、料理、マンガ、吹奏楽、メ
イク、看護
はじめまして。ひるねといいます。ペンネームの通り、寝ることが
大好きで、1日10時間くらいは寝ています。結婚をしてから、故郷
を離れたため友人が欲しい次第です。夫は転勤がつきものの仕事
なため、定住しなくても繋がりが持てる文通に興味を持ちました。
皆さんとお手紙で色々お話ししたいです。よろしくお願いいたしま
す！

如月さん
どさんこ通り 351番地

2022年3月31日まで

道の駅や温泉めぐり、テレビドラマやクラシック音
楽番組鑑賞
趣味や食べ物、日常生活の楽しみなどのお話をしたいで
す。私はバイオリンを習って4年目です。よろしくおねが
いします。

女性
40代

ゆきさん
相模ハマっ子通り 578番地

2021年12月31日まで

ウインドウショッピング、お散歩、イラスト描き、
漫画、読書
こんにちは、初めまして。読書(主に漫画)が趣味で、アナログでイ
ラストを時々描いて楽しんでいます。こちらでイラスト交換とか希
望しております。決して、字も絵も上手くはないのですが、素敵
な出会いがあったら嬉しく思います。どうぞ宜しくお願い致します。
今ハマっている作品は鬼滅の刃と東京リベンジャーズです。他のオ
ススメもありましたら是非教えて頂けたら嬉しいです。
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女性
20代

2021年9月30日

かなみんさん
相模ハマっ子通り 324番地

2022年3月31日まで

手紙を書くこと、アニメを観たり音楽を聴いたり
（嵐など）です。
こんにちは。初めまして。私は手紙を書くのが好きなので祖母とや
りとりをしたりしています。初めて文通村に入村するので緊張して
いますがこれから自分がどんなことを書くのが、どんな出会いが待っ
ているのかなと考えるとわくわくしてきます。みなさんといろんな
お話をして繋がりたいです。どうぞ宜しくお願い致します。

