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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。

1　　

あーと。さん
越後通り 64番地 2022年4月15日まで

女性
30代

文通、美術鑑賞、万年筆、風景印集め、手帳、ポ
ケモン、北欧、模様替え

こんにちは。結婚をし、生活や環境も変化しました。ポケモン好
きな主婦です。外出も人との交流も減り、ふと文通村を思い出し、
手紙のある暮らしを再開しました。無理のないペースで趣味やご当
地話、おうち時間の過ごし方などお話してみたいです。マイブー
ムは万年筆、五等分の花嫁です。時々、絵葉書や一筆箋も使用し
ます。多趣味ですが、宜しくお願いします。

airiさん
琵琶湖通り 71番地 2022年10月15日まで

女性
10代

映画・音楽鑑賞、カラオケ、バドミントン

誕生日☞2002.04.30 仕事☞介護士 歌手☞SexyZone、マカロニえん
ぴつ、ベリーグッドマン、Nissy など 芸能人☞吉沢亮くん、眞栄田
郷敦くん、吉川愛ちゃん キャラクター☞ドナルド、ポチャッコ、ミニ
オン、シンプソンズ、スポンジボブ --------ｷﾘﾄﾘ線-------- いい出会
いがありますように✿*❀٭

木の葉さん
もみじ饅頭通り 167番地 2022年1月15日まで

女性
20代

読書、茶道

さまざまなことを知りたいと思っています。よろしくお願
いします。

琥珀さん
常陸の国通り 171番地 2022年4月15日まで

女性
40代

小動物、昼寝、動画鑑賞、漫画、ソシャゲ、サン
ホラ&リンホラ

興味持ったことを浅く広く手を出す系40代です。 家には小型犬、部
屋にはデグーが同居。 昔取った杵柄なのか漫画ゲームの話は好物
で、現在とあるソシャゲを楽しんでいます。 ただ、それ以外あま
りすることもなくなったため、新たな興味を探しています。 お互い
のそんな興味の出会いの話をしたりできたらなと思います。

ばさきさん
ピーナッツ通り 487番地 2022年4月15日まで

女性
20代

アニメ、漫画、映画鑑賞、運動、食べること！

はじめまして！ 年齢性別問わずいろいろな人といろいろ
なことをお話してみたいです(*´﹀`*)

祈音郎さん
さるぼぼ通り 105番地 2022年1月15日まで

女性
30代

読書、ペットの世話、手ぬぐい収集

生き物(虫から哺乳類まで)が好きです。博物学も好き。よくわかっ
ていないけど、博物館や美術館に行くのも好き。特に偶蹄目が好
きです。猫を飼っています。 気分屋で興味もコロコロかわります。
最近の好き→YouTube「匿名ラジオ」「世界の奇書をゆっくり解説」
「SCP」 なにか、雑談のような、そちらの世界を手紙を通してお話
していただければなと思っています。

こぎくさん
さぬき通り 62番地 2022年1月15日まで

女性
30代

読書、筋トレ、BTS、旅行、歌うこと

ご覧いただき、ありがとうございます。 私の好きな事は、 旅行す
ること ジムに行って体を動かすこと 美味しいものを食べること 本を
読むこと ボーッとすること　 が好きです。 色んな事に興味がある
ので、話を聞くのがすごく好きです。 人とのご縁を大切にしながら、
楽しくやり取りができたらいいな、と思っています。

こはくさん
彩の国通り 527番地 2022年4月15日まで

女性
20代

旅行、散歩、卓球、動物、コナン、ゆるキャン、ディズニー、
TWICE、プラモデル、特撮

はじめまして！ コロナ禍で出かける機会が減り、どなたかと繋が
るきっかけができればと思い、始めてみました。 今までお手紙を
書く機会がありませんでしたが、字を書くことは好きなので楽しみ
ながらやり取りできたらと思います。 よろしくお願いいたします♪
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小玉さん
相模ハマっ子通り 579番地 2022年1月15日まで

女性
20代

読書、ゲーム、お菓子作り

最近はあまり本を読めていませんが、ミステリーや歴史物の本が
好きです。 特に好きな本は宮部みゆきさんの『火車』や司馬遼太
郎さんの『坂の上の雲』です。 あまり字や文章が上手くないです
がよろしくお願いいたします。

純喫茶ひつじさん
土佐の国通り 40番地 2022年1月15日まで

女性
40代

レトロ文房具好き、昭和のCM動画を見る、ラジオの音楽番
組を聴く、散歩、レトロ建築鑑賞

はじめまして。 小さな田舎で家族４人、のんびりと暮ら
しています。 心がほんわかするような手紙をお届けでき
たらいいなと思ってます。よろしくお願いします。

ひつじさん
めんこい通り 84番地 2022年4月15日まで

女性
40代

温泉、小旅行、読書、植物を育てる、ペットのお
世話（ハムスター・メダカ）

田舎でのんびり暮らしている子なしのパート主婦です。 普段の生
活の中に、手紙が届くワクワク感や楽しみがあったらいいなと思い
入会しました。 お手紙の種類や内容にこだわりはありませんので、
気楽にやりとりができたら嬉しいです。 どうぞよろしくお願いしま
す！

真由美さん
しゃちほこ通り 405番地 2022年4月15日まで

女性
30代

映画、旅行、ヨガ、お酒、美容、ときどき美術館、
ときどき宝塚

夫とふたりで生活している専業主婦です。普段はひとり映画館に
行ったり、プライムビデオを観たりして過ごしています。新作はも
ちろん、かつての名作にも興味があるのでおススメを教えてくださ
ると嬉しいです。文通は中学生以来、お手紙を書くのは久しぶりの
ことで緊張もありますが、あのワクワクをもう一度味わいたくて登
録しました。毎日の何気ないお話を楽しめたらいいなと思います。

ケイさん
お江戸通り 1169番地 2022年1月15日まで

女性
40代

読書、宝塚観劇、映画、音楽、美術、旅行、カフェ、北欧、
香港、ポストカード・便せん集め

やっと自分の時間を持てるようになってきたものの、友人たちとは
なかなか会えず、LINEのやり取りは味気なく。『あしながおじさ
ん』を読んで以来あこがれの“文通”で、日常のことや趣味の話な
ど、友人同士の雑談のようにほのぼのとやり取りできたら嬉しいで
す。読む本は小説中心、古典から新作まで何でも。宝塚は10代の
頃からの細く長くのファンです。ポストカードも大歓迎です。

こはるさん
どさんこ通り 352番地 2022年1月15日まで

女性
40代

文具集め、手帳、読書、紅茶、刀剣乱舞

初めまして。子供の頃から文通が好きでやり取りをしていました。
趣味や日常の話ができたらと思っています。 2.5次元（俳優さんも）
好きです。文具や手帳、マステなども好きでよく手に取ってしまい
ます。字は下手ですが、書くことが好きなのでのんびりとできたら
嬉しいです。

みらいさん
きびだんご通り 112番地 2022年1月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、食べること、散歩、世界遺産、パン屋巡
り、美味しい紅茶探し、クロスステッチ

初めまして。就職を機に田舎に配属され毎日職場と自宅の往復の
日々、親しい友人もおらず、寂しい毎日なので色々お話できるお
友達をつくれたら、と思い登録致しました。特に本を読んだり、映
画をみたり、一人旅をするのが好きです…！子供の頃の話や悩み、
日常や趣味のことなど色々お話ししませんか？どうぞよろしくお願
いします。

てんぷらさん
ピーナッツ通り 489番地 2022年1月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、キャンプ、ご当地グルメ、読書、旅行、
散歩、動物園、牧場、水族館

もともとは映画をみたり本や漫画を読むことが趣味でしたが、コロ
ナ禍にキャンプを始め、すっかりアウトドアにも興味を持つように
なりました。最近は、キャンプで何を食べようか考える時間が幸せ
です。 日々の何気ないできごとや、お互いの趣味についてなど、
手紙を通してお話ができることを楽しみにしています。

レモンさん
うつくしま通り 117番地 2022年1月15日まで

女性
50代

読書　アニメ　映画鑑賞　植物を育てること

小学生の頃から文通好きで社会人になってからも好きなミュージシャ
ン繋がりで手紙のやり取りを楽しんでいました。 ネットでのやり取
りも好きですが最近何となく味気ないなぁと感じています。 猫と植
物が好きです。 最近、花やハーブの他に野菜作りも始めました。
韓国ドラマや映画が好きで韓国語の勉強を少しずつしています。
よろしくお願いします。

ののこさん
お江戸通り 1170番地 2022年4月15日まで

女性
60代

雑貨 レターセット集め、インテリアコーディネート、ヨガ、
ジグソーパズル、ピアノ弾き語り

日本茶や紅茶を飲みながら便箋に向かいお手紙を書く事が大好き
でしたが、文通相手とは今はメールやLINEでのやり取りになり淋
しいです。 ボーっとして空想している時間も好きです（笑） お手
紙を通じて普通なら出逢う事のない方々の日々の生活や想いを伺
い、これからの人生を更に楽しめたらと思っております！ どうぞよ
ろしくお願い致します。
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マカロニさん
どさんこ通り 353番地 2022年1月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、アニメ、キャンプ、ギター、パ
ン作り、カフェ巡り、カメラ

休日はカフェ巡りやキャンプなどをして過ごしています。
また、読書や映画鑑賞、アニメが好きなのでおすすめ
教えてください！ 色んな方と文通がしたいです！よろし
くお願いします！

えんさん
日向の国通り 43番地 2022年1月15日まで

女性
20代

漫画・小説、絵描き（創作）、旅、ゲーム（アモアス、あ
つ森etc）、文房具集め、カメラ、植物

片付けをしていたら、便箋がたくさん出てきたので、誰かと文通し
てみたいなぁ…と思い、登録してみました…！ まずは、ゆっくりの
んびり、日常のことや趣味のことをお話しできたら…と思います。
新しいことに挑戦していきたいなぁと思ってますので、いろんな方
のお話も聞いてみたいです。 よろしくお願いします。

いたるさん
きびだんご通り 113番地 2022年4月15日まで

男性
20代

読書(時代小説・ファンタジー）、小説執筆、カフェ
巡り、料理、ＴＲＰＧ

小説を読み、小説を書くことを趣味としています。その
他の趣味は広く浅くやっています。山奥在住です。のん
びりとしたペースで手紙のやり取りをしたいと思っていま
す。字が下手ですがご容赦願います。

けーこさん
古都みやび通り 199番地 2022年1月15日まで

女性
30代

読書(漫画・小説が主)、食べること、自転車、ゲーム(NieR・
テイルズシリーズが特に好き)

レターセットを衝動買いしてしまったのですが使い道がなく……有
意義に楽しく使いたいと思い登録しました。漫画が大好きで、少女
漫画から青年漫画まで広く浅く読みます。最近は懐かしさかららん
ま1/2を大人買いしました。気兼ねなく出歩けるようになったら、動
物園や水族館をゆっくり回りたいです。趣味のことでも日常のこと
でも、気軽にお話できたら嬉しいです。

なしあいさん
火の国通り 62番地 2022年1月15日まで

女性
40代

料理

初めまして。今年の5月に高校の同級生と入籍し11月に
挙式を控えております。食べることが好きな人と一緒に
なったのでご飯作りが趣味になりました。

りんりんさん
伊勢通り 99番地 2022年1月15日まで

女性
50代

読書（ミステリー・歴史）、お酒、食べ歩き、断捨離、資格
の勉強、マッサージ、ストレッチ

初めまして！子どもが独立し、夫婦２人で断捨離に励んでいます。
50代になり、これからの生き方をふと考えたりもしています。家と
会社、時々孫守りをしながら、様々な方と文通で交流できたらな
と思っています。よろしくお願いします！

しろみつさん
相模ハマっ子通り 580番地 2022年1月15日まで

女性
30代

読書(ホラー/ファンタジー)、映画鑑賞、生き物飼育(哺乳類、
爬虫類、両生類)、スマホゲーム

はじめまして！介護系の仕事をしています。最近手書きで文字を
書くことが少なく、字を書きたい。あわよくば誰かに手紙を書きた
い。友達はいない。と諦めていたらこちらを見つけました。犬三頭
猫二頭カエルとトカゲとげっ歯類と魚類複数匹と生きています。

ことさん
お江戸通り 1171番地 2022年1月15日まで

女性
20代

読書、旅行、お笑い、ピアノなどなど。広く浅く好
きです！

初めまして！文字を書くことも読むことも好きで、素敵な文通相手
の方との出会いがあったらいいなぁと思い登録しました。日々の何
気ないことや、趣味のことなど色々と楽しくお話ししたいです♪心
を込めて、丁寧な文章を心がけておりますので、どうぞよろしくお
願いいたします。

ぴーどろさん
ピーナッツ通り 490番地 2022年1月15日まで

男性
20代

映画、音楽（鬼束ちひろと宇多田ヒカルとCASPIAN）、読書
（京極夏彦と川上弘美）、哲学

「この歳になって手紙ひとつ綺麗に書けねぇようじゃダメだ！」と思
い、文通村を始めることを決意しました。大学時代に日本一周をし
ました。英語よりもスペイン語が好きです。 音楽も映画も暗いも
のが好きです。最近見た映画でよかったものは、「エレファント」
です。 文章を書く仕事をしています。 よろしくお願いします。

かいらさん
杜の都通り 175番地 2022年1月15日まで

女性
20代

アニメ・マンガ鑑賞、ハンドメイド、お菓子作り

初めまして。 昔から文通が大好きだったのですが、メールやLINE
が主流になり手紙を書く機会がなくなり寂しく思っていました。 私
は３児を子育て中の専業主婦です。なかなか自分の時間が取れず
趣味は少ないです…。なので、いろいろなお話を聞かせていただ
き、自分の世界を広く楽しい物にしていきたいと思っています。よ
ろしくお願いいたします。
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ぱぁるさん
いよかん通り 61番地 2022年1月15日まで

女性
60代

外国ドラマ、パソコンのジグソーパズル、甘いもの､ハンド
メイドなど好きだと思うこと色々

６０代前半、独身。３月生まれO型。高齢の母と２人暮らしです。
基本的に一人が好きですが、友人は結構います。でも、文通に興
味がある人はいません。大昔文通をよくしていましたが、どんな感
じだったかまた少し興味がわいてきました。マイペースで無理をせ
ずできるなら続けていきたいとは思っています。パソコンは使いま
すが、ほぼアナログ人間の自覚あり。

ジラフさん
相模ハマっ子通り 581番地 2022年1月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、ゲーム、旅行、語学、文房具（シール）
あつめ、サンリオキャラクター

元々手紙を書くのが好きなのと、レターセットや文房具などを集め
るのが好きなのですがなかなか使う機会がなく申し込みました。
映画は主に洋画ですが年代やジャンル問わず基本的に何でも見ま
す。語学は英語、たまにフランス語を今は独学でやってます。そ
ろそろ中国語にも挑戦したい感じです。 よろしくお願いします。

ミサミサさん
越中通り 67番地 2022年1月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、刺繍(初心者)、ケーキ屋探し、マスキングテープ
集め、バドミントン、ゲーム

初めまして！ 日本の真ん中あたりに在住、12月で30歳になります。
仕事、育児、趣味、普段の何気無い出来事などなど…楽しくのん
びりやりとりしませんか？ 可愛いレターセットやマスキングテープ
を集めるのが好きなのですが、使う場面がなかなか無くて… よろ
しくお願いします( •ᴗ•)*♪

ロビンさん
お江戸通り 1172番地 2022年1月15日まで

男性
30代

音楽鑑賞、人間観察、YouTube視聴、食べ歩き

初めましてロビンです。 以前は手紙を大切な人の特別な日に書い
ていたのですが、最近はめっきり機会も減ってしまいました。 是非
また手紙を書きたいと思い、入村させていただこうと思いました。
よろしくお願いします。

あいままさん
かぼす通り 51番地 2022年1月15日まで

女性
30代

写真、車、字を書くこと(字は下手です)、ドライブ、封筒作
り、シーリングスタンプ作り

ハンドメイドで封筒を作るのが好きで小学生以来に文通をしてみた
いなあと思い登録しました！!既婚で3歳の子供がおります。子育
て以外のお話でも楽しくやりとり出来たら嬉しいです。面白いが取
り柄です笑 悩み相談が出来る位仲良く出来たら嬉しいです❤︎"初
めてなので誰かから来るのを待ってます( •̥ ˍ •̥ )よろしくお願いいた
しますね( ¨̮ )

ひでさん
常陸の国通り 172番地 2022年1月15日まで

男性
30代

剣道、温泉巡り、落語、食べること、Youtube、
雑談

趣味が渋い30代会社員です。 話をすることが好きで、年上の方の
人生経験をお聞きしてみたいと思っております。60歳、70歳の友
達ができるなんて、文通の世界くらいだと思います。よろしければ、
手紙を通してお話ししませんか。 年上でない方とも、面白おかしく
お話ししてみたいです。よろしくお願いします。

まふゆさん
信濃通り 138番地 2022年1月15日まで

女性
30代

ポスクロ、旅行、温泉、食べ歩き、ゲーム、音
楽、YouTube、ディズニー、ミニチュア

はじめまして！まふゆと申します。 最近はポストクロッシングに夢
中です。 趣味は他にも、ゲーム(switch)、音楽(まふまふさんが大
好きです)を聴くこと、国内の旅行などなどです。写真は撮ります
が、あまり上手ではありません…残念です。 お薬に携わるお仕事
をしているので、同じ医療従事者さま方とも色んなお話がしたい
です。年代問わずよろしくお願いいたします！

かえるさん
お江戸通り 1173番地 2022年4月15日まで

女性
50代

旅行　読書　園芸　音楽鑑賞　　

都会の小さな家で夫と二人暮らししています（あと、猫
数匹も）。年齢や地域を問わずいろいろな方とたわいの
ないやりとりができたらなと思います。

ことりさん
さぬき通り 63番地 2022年1月15日まで

女性
30代

お笑いを見ること、ラジオを聴くこと、お酒を呑む
こと、美術鑑賞

はじめまして。お手紙を書くことが好きなのですが、な
かなか書く相手がいないので申し込みました。最近はコ
ロナで家に閉じこもりがちなのでいろんな人と関われて、
やりとりできたらうれしいなと思います。

まゆらってぃさん
桜島通り 72番地 2022年1月15日まで

女性
40代

読書、キャンプ、編み物、マンガ、雑貨、北
欧、BTS

最近、お手紙っていいなと思うことがあり入会しました。 ガーデニ
ングやお掃除など興味のあることが他にもいっぱいです。趣味が
違うという方も、なんでも気軽にお手紙下さると嬉しいです。仕事、
子育ての合間にのんびりゆっくりやっていきたいと思うのでよろしく
お願いします。心温まるやり取りを楽しみにしています。
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みささん
どさんこ通り 354番地 2022年1月15日まで

女性
20代

アニメ鑑賞、漫画、御朱印収集、歴史、ハンドメ
イド作品を見るのが好き、お香を焚く

昔から字を書くのが好きでお手紙もよく書いていました！ポストに
届いてるお手紙を見た時のわくわく感をまた味わいたく登録しまし
た！休みの日はアニメや漫画見ていることが多いです。天気のい
い時は御朱印も貰いに神社へ参拝してます！ゆったりお手紙のや
りとりができればと思います、よろしくお願いします！

アルスラーンさん
かすていら通り 65番地 2022年1月15日まで

男性
40代

漫画、釣り、映画鑑賞、温泉、岩盤浴

一人の時間に漫画見るのが好きです。 最近はコロナで
新たな趣味で釣りも始めました☺️ スポーツ全般も好き
です☺️ 年齢性別問わず色んなお話を文通でさせてもら
いたいと思います。

かりんさん
相模ハマっ子通り 582番地 2022年1月15日まで

女性
30代

野球観戦、お笑い、寝る事、文房具集め

初めまして。現在介護士をしております。 手紙を書くのも読むの
も好きです。 可愛い便箋を見つけるとスグ買ってしまいますが、
出す相手がいないなぁ？と思っていた時にここを見つけました。 幅
広い世代の方と交流したいと思いますので宜しくお願いします。

みてるさん
お江戸通り 1174番地 2022年1月15日まで

女性
50代

読書、朝ドラ、絵

本や朝ドラのお話を郵便でやりとりできると嬉しいです。

たちばな かおるさん
ちゅら海通り 70番地 2022年4月15日まで

女性
30代

弓道、歴史、読書、漫画、散歩、カラオケ、音楽
鑑賞、ジブリ、時々手芸

はじめまして。仕事と子育てに奮闘する日々を過ごしています。中
学の時に遠くに住んでいる子と文通をしてドキドキ、わくわくした
のを思い出し、また文通をしてみたいと思い、入村を決めました。
日々の出来事や趣味のことなどをお話しできればと思っています。
よろしくお願いいたします。

ゆうさん
古都みやび通り 200番地 2022年4月15日まで

女性
20代

美しいものに触れること（観劇・映画・音楽・美術
館など）、料理、どうぶつの森

最近、宝塚のご贔屓が卒業しました。レターセットが余っているの
が寂しく、波長の合う方との癒しの時間に使えたらと思い文通村を
始めます。 卵焼きを上手に焼くコツ、美味しいポン酢とチョコレー
ト、オススメの小松菜料理、ステンドグラスの美しい教会、貴方
の宝塚の思い出など、ぜひ教えてください。

ゆたさん
彩の国通り 528番地 2022年4月15日まで

女性
30代

音楽、読書、コスメ、ピアス、紙モノ・文具集め

初めまして。メンタル持ちですがネガティブな時はお手紙書く余裕
が無いのでお待たせはしますが嫌なことは書かないと思います。
なのでお待ちいただける方だと有難いです。めっちゃ持ってるので
気分でマステお裾分けしたりしますが気にしないでやってください
ませ。最近は封蝋にハマり中。軽いノリで楽しくやれたら嬉しいで
す。

アキさん
どさんこ通り 355番地 2022年1月15日まで

女性
30代

文通、ライン、コスメ集め、メイク、美容、メル
カリ、音楽鑑賞、カラオケ

北海道住みの37の女です。ブランクはありますが文通歴20年にな
ります。好きな歌手は、LiSA、倖田來未、AKB48、嵐です。特
にLiSAにハマってて8月のライブに行きました。アルバムなど買い
ました。ロンレタ派です。マメに手紙書けます。文通相手30人くら
いの方と出来たら嬉しいです。いい方に出会えますように。返信は
必ず致します。女性の方限定でお願いします。

花野チューリップさん
相模ハマっ子通り 583番地 2022年4月15日まで

女性
20代

読書、街歩き、おしゃべり、野球観戦

小川糸さんの「ツバキ文具店」を久々に読み返したら、
文通をしたい気持ちに駆られて、文通村とであいました。
共通の趣味があるなしにかかわらず、他愛もないやり取
りをたのしみたいなと思ってます。

くりっぷさん
お江戸通り 1175番地 2022年1月15日まで

女性
40代

読書、料理、絵画、切り絵、漫画、アニメ、散歩、
カフェ、音楽

発達ゆっくりちゃん子育て中のワーママです。大叔父と俳句つきの
お手紙を交換していた頃を思い出し、登録させて頂きました。年
齢性別問わずやり取りさせて頂けたら嬉しいです。ちょっと古い海
外小説、ブラッドベリ等のSF系やミステリー、ファンタジー、メル
ヘンも大好き。最近は３月のライオンで泣きました…音楽は小田
和正さん&さだまさし、古めの洋楽等。よろしくお願いいたします。
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まぴさん
越後通り 120番地 2022年4月15日まで

女性
30代

レタ活、紙活、ジムトレ

こちら新潟県住み紙モノ大好きです♡デザインペーパー
や、シールも好きです(*ˊᵕˋ*)੭ ੈ❤︎ 犬もかっています！
チワワU´•ع•`U 男性からの手紙は申し訳ないです(T
＿T)

紅亜さん
ピーナッツ通り 491番地 2022年4月15日まで

女性
30代

文具集め、海外ドラマ、マーベル、バットマン、写
真など広く浅く

初めまして、紅亜（くれあ）と申します。 娘とミニチュアダックス
フントと3人暮らしをしています。自宅で仕事をしています。 少し
自分の時間が取れるようになり、好きだった文字を書くことをまた
したいなと思い、入会させていただきました。 普段PCやスマホば
かりなので、きれいな字が書けるか心配ですがよろしくお願いい
たします。

ひろのさん
お江戸通り 1176番地 2022年1月15日まで

女性
20代

港巡り、映画鑑賞、模型、パズル、キリンジ

コロナ禍の中で、新しい交流をしてみたいと思い、登録
しました。共通の趣味があってもなくても、仲良くしても
らえると嬉しいです。

ぺろさん
お江戸通り 527番地 2022年4月15日まで

女性
30代

お絵描き、紙雑貨集め、動物、アニメ、ゲーム、邦
楽、Netflix、映画、YouTube

はじめまして。主婦2年目のぺろです。お互いの趣味や
楽しい事、最近の出来事等のお話ができたら良いなと思っ
ています。無理のないペースで色んな方とお手紙を通し
て仲良くなりたいです。よろしくお願いします♪


