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第286号

2021年11月15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

あまねさん
相模ハマっ子通り 60番地

2022年11月15日まで

女性
30代

コスメ、文房具（マステ・シール）、ディズニーリゾート、
ゲーム（Switchがメイン）、動画
再入会しました。 趣味は広く浅く、その時に興味のあることに手を
出しています。 ゲームはリングフィットアドベンチャーやモンハン、
あつ森をやっているのでSwitchがフル稼働しています。 また最近、
万年筆のインクにハマりつつあります。 レタセはオシャレであれば
こだわりはないです。 色んなお話ができたら嬉しいです。よろし
くお願いします。

女性
30代

ゆんさん
しゃちほこ通り 164番地

2022年2月15日まで

小春さん
古都みやび通り 67番地

2022年2月15日まで

映画鑑賞、読書、フランス語、ディズニー、カフェ、レスト
ラン、ランチ、文房具、素敵便
心あたたまるお手紙、いつも本当にありがとうございます♡ほぼ
日手帳で日記をつけていて、手書きの楽しさに目覚めて文通した
いと思いました(*^^*)♬*゜ ディズニーリゾート大好きです!! ”素敵
便”に興味があります！マステ、シール、メモ帳交換等挑戦してみ
たいです♡色んな方々と気軽に交流できたらいいなと思っています。
よろしくお願い致します☆彡

女性
30代

ピックさん
なにわ通り 329番地

2022年5月15日まで

紙もの、マステ、シール、レタセ、100均巡り、ネ
イル、くま、Netflix

絵本、紙もの、マステ、ドライフラワー、北欧雑貨、
ハンドメイド、京都大阪大好き！！

30代前半、小学生と1歳児の姉妹の母です。仕事や子育ての合間
にお手紙を書く時間が息抜きになっています。最近はデザインペー
パーにハマっており、平袋や封筒作りを楽しんでいます。子育て中
ですので、お子さんお話や趣味の話、日常の話など楽しくやりと
りできたらと思っています(^^)年齢は気にしませんが、女性限定で
よろしくお願いします！

プロフィール変更しました！ 4月から仕事復帰するワーママです。
なかなかお返事遅くなってしまうかもしれませんが、おススメ絵本、
書籍や作家さんもぜひ！お話したいです。マステや紙もの、北欧
雑貨などなどお話できれば嬉しいです！大阪、京都が大好きなの
で、オススメのお店など教えてください★年代問いませんが女性
限定でお願いします。

女性
40代

マカロンさん
きびだんご通り 42番地

2022年5月15日まで

女性
30代

情報空間書き換え、美容、おしゃれ、エクササイ
ズ、ヨガ、自然など。
皆さま、こんにちは。どうぞよろしくお願い致します。

女性
20代

プリンうさぎさん
お江戸通り 1161番地

2022年2月15日まで

ピアノの練習、読書、映画鑑賞、ゲーム
子供の頃友達と文通のようなことをして楽しんでいまし
た。久しぶりにあのころの気持ちを思い出して文通して
みたいと思っています。よろしくお願いします。

えりぃさん
お江戸通り 969番地

2022年2月15日まで

BEYOOOOONDS（ハロプロ）、美味しいものを食
べること！
1度退会しましたが、落ち着いたので再開しました。 10
月末に引っ越しをし、新居付近を探索していま
す。BEYOOOOONDSみいみ推し！ダイエット仲間募集
中です。気軽にお手紙ください♪♪

女性
20代

なあもさん
お江戸通り 1184番地

2022年2月15日まで

洋画/アニメ鑑賞、読書、イラスト、寝ること
初めまして。20代のなあもと申します。その人の世界観に触れな
がら色んな話を聞く事が好きで文通を始めてみました。私自身は
洋画やアニメを鑑賞したり絵を描いたり、趣味で小説の執筆をし
ています。損得関わらず色んな事を経験する！が密かな野望です。
宜しくお願いします。
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女性
30代

2021年11月15日

おもちさん
お江戸通り 1185番地

2022年2月15日まで

女性
30代

読書、家でまったり、ペット（レオパ）、シーリン
グスタンプ、ラーメン、バイク
夏よりも冬が好き、紅茶よりもコーヒーが好き、小説はこだわりな
くなんでも読みます。動物園ではキリンが一番好きです。あとは
バイクも少しだけ☺︎。 内容は問いませんのでお気軽にお手紙くだ
さると嬉しいです＾＾

女性
30代

ゆりおさん
しゃちほこ通り 168番地

2022年11月15日まで

2022年2月15日まで

ピカチュウが大好きで、紙ものを集めるのが大好きです。紙もの
をおすそ分け出来たら嬉しいです。 小学生の頃、文通をしていた
のを懐かしく思い、今回入村させて頂きました。年代問わず、楽し
く手紙を通してお話出来たら嬉しいです。よろしくお願い致します。

男性
60代

万葉集さん
ちょるる通り 66番地

2022年2月15日まで

映画鑑賞、音楽鑑賞、美術鑑賞、読書

本が無いとやっていけない。読書が好きです。幅広く色々読みま
す。最近、フィンランド本をいくつか読みました。あとは哲学的な
本が特に好きです。範囲は狭いですが漫画も読みます。違国日記、
ジーンブライド、九龍ジェネリックロマンス、等々。みんな何を思
いながらどんな生活をしているんだろう、と暮らし系の本を読むの
も好き。色々なお話しができたらうれしいです。

ぽむさん
加賀の国通り 68番地

さぬき通り 65番地

紙もの収集、ライブ参戦(バンド、LDH等)、アニメ、コスメ
集め、100均・文房具屋巡り

読書、美術館

女性
20代

ころおみさん

2022年2月15日まで

映画おたくです。（笑）映画の感想とかいろいろな
方々とおしゃべりできれば嬉しいです。アート全般の興
味もあるので、みなさんの関心やこだわりなども教えて
下さい。宜しくお願い致します。

女性
20代

セシルさん
どさんこ通り 358番地

2022年5月15日まで

ポケモンGO、旅行、美味しい物巡り、100均巡り、レタセ、
書道、ピアノ、子どもと遊ぶ

お絵描き、羊毛フェルト、美術館巡り、映画鑑賞 アニメ(ス
ポンジボブ
シンプソンズ)

卒論に追われる大学生です！ 文通歴自体は、1年半です！精神疾
患がありますが、普通に生活しております。 人と文字を通して繋
がる楽しさから、 文通村に入会しました！！！ 年齢は問いません
が、共通の趣味の方だと嬉しいです。ポケGOはガッツリやってます
('0')/話題は基本何でもOKです！お返事するのが楽しみ(〃'▽'〃)
気軽によろしくお願いします！

こんにちは、海外のアニメや漫画が主に好きですがたまに日本の
アニメも見ます。昭和レトロ好きでイラストを描くことも好きです
ので、イラストや絵手紙を交換し合えたら嬉しいです。最近、羊
毛フェルトで人形を作る事にハマっています。情報を交換出来たら
嬉しいです。

女性
20代

ゆきんこさん
火の国通り 63番地

2022年2月15日まで

女性
40代

旅行、温泉、料理、カフェ、猫、刺繍、ドラえも
ん、イラスト、花
管理栄養士をしています。旅行が好きでコロナ前は一人旅なども
よくしていました。目標は日本全国を制覇することです。ドラえも
んが好きです。お絵描きも好きなのでイラストを交換したり、旅
行で撮った写真などお渡し出来ればと思います!その他にもどんな
話題でも手紙を通していろいろな方と交流ができたらと思います。
よろしくお願いします。

女性
30代

あんずさん
越後通り 123番地

2022年5月15日まで

ハンドメイド(レジン、シーリングスタンプ等)、カフェ
巡り、韓ドラ、音楽、御朱印
ハンドメイド作家と日本語教師を目指して日々精進しているあんず
といいます。 色々なことに興味があり、挑戦しています。 年齢や
性別は問いません。 趣味が同じでない方も大歓迎です！ 文通を通
して色々な方のお話を聞きたいです。 よろしくお願いします┏○

青子ちゃんさん
なにわ通り 548番地

2022年2月15日まで

読書､音楽鑑賞、日記。買い物､料理､カラオケ
こんにちは。青子です。ミステリー小説も好きだ
し、Acid Black Cherryのファンです。料理はカレー、ト
マト煮込み、好きです。素直な性格です。気だけは若
い｡手紙下さいね。

女性
50代

渋柿さん
彩の国通り 534番地

2022年5月15日まで

読書、旅行、水泳、中国語学習、文章を書くこと
小学5年生から大学卒業までずっと文通をしていました。 お手紙が
好きです。 高校生男子の母で会社員です。 現在、在日中国人の
先生から中国語を習っています。 家の隣にプールがあるので、毎
日のように泳いでストレス解消しています。
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女性
30代

2021年11月15日

ポムポムさん
うつくしま通り 27番地

2022年2月15日まで

女性
50代

音楽鑑賞、映画鑑賞

ふみかさん
ピーナッツ通り 495番地

2022年5月15日まで

文字を書いて手紙で交流したい！と思いネットでいろいろ検索した
ところ、この村に辿り着きました。さまざまな趣味をお持ちの方と
性別・年齢を超えて文通が出来る事を楽しみにしています♪ 言葉を
大切にしながら、でも気軽に日々のたわいない出来事や日常の悩
み他、気にせずやりとりできたらと思っていま
す⸜(๑⃙⃘'ᵕ'๑⃙⃘)⸝⋆* よろしくお願いします。

りつこさん
なにわ通り 549番地

女性
50代

2022年5月15日まで

基本的にインドアですが、古い町並みや季節ごとの景色を楽しみ
ながら歩くことが好きでコロナ禍になる前は観光地などに足を運ん
でいました。 万年筆インクに最近興味を持ち始め普段仕事でPCを
使うことが多く手書きの良さを思い出し、ゆったり手紙のやりとり
ができればと思い入会しました。どうぞよろしくお願いいたします。

ふじのさん
お江戸通り 1188番地

2022年2月15日まで

女性
30代

春川 信子さん
土佐の国通り 42番地

2022年2月15日まで

ガーデニング、お絵かき、オカリナ、写真、読書、
ファッション、ぬり絵
のんびりした30代の田舎者です。川へ行って、オカリナ
を吹いたり、絵を描いたりする事が大好きです。猫好き
です。 皆さまの色んなお話しお聞かせください。 楽し
みにしております。

茶畑通り 216番地

2022年5月15日まで

たくさん集まった便箋にお気に入りのインクとペンでお手紙を書き
たいと思います。練習中のレタリングでカードも作ってみたいです。
マイブームは＊mizutamaさん文具＊Tono&Limsのインク＊スタ
バ＊べちょりさんのモノラインレタリング＊御朱印＊平井堅さん＊
推理ドラマ＊miroomレッスン＊上手なスマホ写真の撮り方＊

女性
30代

わこさん
お江戸通り 1187番地

2022年2月15日まで

絵本、心理、チョコレート、無印良品、マッサージ
飾らない自分で、温かく穏やかに心を通わすやり取りができたらい
いなと思います。大人数より少人数が好き、刺激より平穏が好き、
物事を深く考える、共感、感動しやすい、こんな性格です。同じ
ような方や合いそうかなと思われる方がいましたらお話ししてみた
いです。2歳と0歳の子どもがいます。

女性
30代

漫画、読書、アニメ・映画鑑賞、おやつの時間、
動物、FGO、ぼーっと過ごす
はじめまして。インドアですが、映画館、本屋、喫茶店
も好きです。最近気になるものは活版印刷。お互いを
尊重しながら楽しく文通できたらいいなと思っています。
よろしくお願いいたします。

ゆうみんさん
文具好き、インク沼、ガラスペン、テレビ鑑賞、カリグラ
フィー、レタリング、ライブ、カフェ読書

漫画、イラスト、万年筆インク、紅茶、動物(特に
犬)、神社仏閣巡り

女性
30代

2022年2月15日まで

ミステリー（映画、テレビ、小説、漫画）が好きです。在宅で仕
事をしている時間が長いので本当は運動も頑張りたいけれど、踏
み出せずにいます。不惑を通り過ぎたというのにいまだに色々迷う
ことも多いです。文通初心者ですが、手紙を通して豊かな時間を
ともに築いていけたらいいなと思っています。

もの作り、サイクリング、料理、お散歩、文具集
め、スヌーピー好き（笑）グッズ集め

女性
30代

きびだんご通り 115番地
映画鑑賞、読書、旅行、音楽鑑賞

軽度の発達障害持ちですが‥ 来年に向け何か新しい事
をはじめてみたくなりました。 誰か文通していただけま
せんか？ いい歌があれば教えてください★ 今は、彼氏
と自分の子供と三人で暮らしています!

女性
50代

福子さん

なおしちさん
土佐の国通り 41番地

2022年5月15日まで

旅行 ドライブ 温泉 料理 お酒 観葉植物
探偵コナン ゲーム アウトドア 燻製

漫画

名

職場と自宅の往復ばかりの毎日のため、普段は知り合う機会のな
い方とも交流したいと思い文通村を始めました。 私はドライブや温
泉、自宅で燻製を作るのに最近ハマってます。 同じ趣味の方はも
ちろん、共通点の無い方とも文通をして新しい世界を知りたいです。
お気軽にお手紙ください！ シールや印刷した写真を貼るのが好き
なので、お嫌でない方だと嬉しいです。

女性
20代

二階堂さん
お江戸通り 1189番地

2022年2月15日まで

読書、漫画、散歩、お花、ボーカロイド、ゲーム、
スーパー銭湯
お散歩しながら、空気や植物で季節の移り変わりを感じるのが好
きです。好きな漫画はBLUE GIANT(無印)・PLUTO・同級生・よつ
ばとなどです。最近着物にちょっと興味があります。どんな形式で
もお手紙くださると嬉しいです。趣味嗜好に拘らず、色々な方とや
り取りをしてみたいです。よろしくお願いします。
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女性
40代

2021年11月15日

ヒラメさん
しゃちほこ通り 408番地

2022年2月15日まで

女性
30代

音楽鑑賞(邦楽ロック)、お笑い、文房具、猫
手紙を書くのが好きです。たまに邦楽ロックのライブも
行きます。ストレイテナー 、マンウィ
ズ、crossfaith.GRAPEVINEとか お笑いも好きです。楽
しく文通できたらいいな(^^)

女性
20代

すみれさん
越中通り 69番地

2022年2月15日まで

女性
50代

青猫さん
彩の国通り 535番地

2022年5月15日まで

男性
30代

虹色のふ〜せんさん
きりたんぽ通り 50番地

2022年2月15日まで

女性
40代

女性
30代

みいみいさん
古都みやび通り 204番地

2022年2月15日まで

レタセ集め、カフェ、花手水、写真、ネットサーフィ
ン、マステ、ラーメン、美容、神社
30代前半です！最近また文通を再開しました(,,･ω･,,)ポストを開け
るのが楽しみですになってます★年代、性別問わず色んな方と文
通してみたいです！勿論趣味が合う方は大歓迎です♥レタセ沢山
買ったので沢山使いたい(´ω｀) 手紙を書きたくなるような自己紹
介文って難しい！！笑

まりもさん
古都みやび通り 202番地

2022年2月15日まで

一人時間、手話、読書、韓国語(お休み中)、星読み占い、
旅行、アジア料理、ピアノ、昭和レトロ
第二の人生を目指して医療系の専門学校に通う40代です。以前は
クラシック音楽関係の仕事をしていました。勉強の気分転換になれ
ばと思って、10代の頃に好きだった文通を思い出しました。医療関
係や学生の皆様、それ以外の方とも色々なお話が出来れば嬉しい
です。宜しくお願い致します。

女性
40代

有栖川 奏空さん
しゃちほこ通り 409番地

2022年2月15日まで

旅、散歩、アート、食、お洒落
手紙を書くこと、字を書くこと、 想いを伝えられそうな感覚が好き
です。 ペンを持って紙に向かうと素直になれる気がしませんか。
仕事が生活の主である今、やりがいも生きがいもありますが、何
かが欠けてる気がしています。 欠けてるカケラを見つけたい、心
があったかくなる文通がしたいと思っています。 どうぞ宜しくお願
い致します。

男性
40代

家庭菜園、ウォーキング、読書、アート鑑賞、自然
散策、ガラス工芸（鑑賞）、猫と遊ぶ
学生の頃から手紙を書くのが趣味で、お気に入りのレターセットに
丁寧に書いて送っておりました。最近、ガラスペンを購入し、また
手紙を書いたり読んだりしたいと思い入村しました。ガラスが好き
で、専門学校で学んだりもしていました。最近は家庭菜園にハマっ
ており、自然を通していろいろ学んでいます。肩肘張らずに、楽し
く言葉のキャッチボールが出来たら嬉しく思います。

2022年2月15日まで

30代後半の独身です。最近のブームは Over the sun というポッド
キャストを聞くことです。宝塚に興味津々で一度観に行きたいです。
ドラマや映画を観るのが好きです。新作を楽しみになんとか仕事し
ています。好きなことや最近はまっていることなど、かわいい便箋
や葉書を使って学生の頃に戻ったような気分で楽しく気軽に文通し
たいです。女性を希望、年齢は問いません。

ガーデニング、カフェ巡り、文具・雑貨を見ること
以前から文通が好きで、思いきって入村をした50代主婦です。 藤
井恵さん、内田彩仍さん、結城アンナさん、ねことじいちゃん、あ
てなよる、サラメシ、可愛い小物が好きで、のんびりお話ができ
たら嬉しいです！ 年齢は問いませんが、女性限定でお願いします。

お江戸通り 1190番地

読書、映画・ドラマ観賞、美味しいものを食べる、
観劇、美術館に行く、買い物

漫画、映画、ドラマ、音楽、YouTube、Vtuber、喫茶店巡
り、写真、ゲームなど
かわいい便箋や封筒にときめくのですが、送る相手がいないので
勇気をだして初めてみました！ もうすぐ30代の20代です。夫と二
人暮しです。 趣味が合う方は勿論、自分の知らないお話も聞いて
みたいです。なんてことない日常や悩みについても気楽にお話で
きたら嬉しいです。

うりぼうさん

らすとさん
古都みやび通り 203番地

2022年2月15日まで

漫画、イラスト、音楽・映画鑑賞、文房具集め
同じ趣味の方やそうでない方も気軽にいろんな話を手紙
でやり取りして日々の生活にほっこりした時間がほしい
なと思ってこの文通村に入村させてもらいました。

男性
30代

せどりっくさん
お江戸通り 1191番地

2022年5月15日まで

映画・演劇鑑賞、読書、写真、歌
最近は映画をたくさん観ていて、自分でもシナリオを書いてみよう
と頑張っています。小説や漫画も時間があれば読んでいて、とに
かく物語が好きのようです。この間カメラを購入しまして、どんな
物語を写していこうかと、少し悩んでいます。よろしくお願いしま
す。
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第286号
女性
30代

2021年11月15日

きりたんぽさん
さくらんぼ通り 60番地

2022年2月15日まで

女性
50代

料理全般、文通、レタセ、マステ集め
はじめましてー山形に住む30代中の女です。生まれつき
知的障害があります。てんかんもち ディズニー大好きな
んで

女性
30代

ひとはさん
ちょるる通り 67番地

2022年2月15日まで

女性
30代

あまねさん
しゃちほこ通り 410番地

2022年2月15日まで

なにわ通り 550番地

2022年5月15日まで

読書、ドラマ鑑賞、喫茶店巡り、引き寄せの法則
珈琲の美味しい喫茶店で、本を読むのが大好きです。
たかぎなおこさん、わたなべぽんさん、細川てんてんさ
んのコミックエッセイが好きです。文通は数１０年ぶり
なので、ワクワク楽しみです

女性
30代

写真撮影、ペン字、文房具集め、嵐、ジブリ、ガー
デニング、リースづくり、キャンプ
はじめまして、男の子3人を育てているママです。字を書いたり、
机の上でなにか作業をすることが好きです。ゆっくりと、お手紙を
書いてみたいと思い文通を始めてみることにしました。年齢問わず
いろいろな方と文通できればいいなっと思っています。(男性の方
はごめんなさい)

美湖さん

あかつきさん
相模ハマっ子通り 590番地

2022年2月15日まで

読書、手芸(刺繍、刺し子、編みもの)、スポーツ
観戦(プロ野球)、御朱印集め
はじめまして。 以前はいろんなお寺や神社をお参りするのが楽し
みでしたが、3月に息子を出産してからは育児にてんてこ舞いして
おります。プロ野球は横浜DeNAを応援しています。 文章を読むこ
と、書くことが好きで入村しました。様々な年代の方との交流が楽
しみです。どうぞ宜しくお願いします。

女性
40代

紗菜さん
ピーナッツ通り 496番地

2022年2月15日まで

読書編み物、料理、ゲーム、海外ドラマ、切り絵、
紅茶、ラジオ

音楽、カラオケ、神社仏閣巡り、御朱印集め、スマホゲー
ム、漫画、100均巡り、ショッピング

編み物と読書が好きな主婦です。夫と二人暮らししてます。最近
はセーターを編んだり、ゲーム（ポケモン、ゼルダシリーズ）した
りしてます。字を書いたり読んだりするのが大好きです。同じ趣
味の方や日常のお話をたくさんしたいです。

初めまして。 紗菜(すずな)と申します。 学生の頃にしていた文通
を思い出して懐かしく思っていたところ、文通村を見つけ入村しま
した。 日々の出来事や好きなことなど、色々とお話できたらいい
なと思っています。 年齢性別問わず、たくさんの方とご縁があれ
ば嬉しいです。 よろしくお願いします。

男性
10代

あさかぜ、さん
もみじ饅頭通り 169番地

2022年2月15日まで

女性
30代

読書 映画鑑賞 音樂 図書館 散歩 旅行 ファッション
文通に在る美しさ、「遠方の景色や相手の心を想い浮かべる事｣ に
ずっと憧れていました。 主に同年代の方とやり取りをしてみたいで
す。休日は図書館や本屋さんに行って本（主にsfや純文学、哲学）
を読んだり、アニメや映画を見て過ごしています。 ゆっくりやって
いきます。

女性
20代

ときのさん
なにわ通り 551番地

2022年2月15日まで

手芸、映画鑑賞、絵本、シールパズル、筋トレ
（リングフィットアドベンチャー）
持病により自宅療養中で人との関わりを持ちたい、小中
学生の頃していた文通をまたしたい！と思い文通をはじ
めようと思いました。 色々な人と文通でお話したいと思っ
ています！

ななさん
きびだんご通り 116番地

2022年2月15日まで

料理（最近はパン作り）、愛犬と遊ぶ事、手紙を書く事、旅
行、コーヒー、友人とお茶など。
こんにちは♪ 相手の事を想い書いたり、ポストに手紙が届く喜びが
好きです。文通を通して新しい友人が出来たら嬉しいです。犬、
コーヒーが大好きです。日常の事、日々感じた事、悩みなど、
色々とお話ししませんか？字には自信がありませんが、丁寧にお
手紙書かせて頂きます。よろしくお願いします(*^^*)

女性
30代

N(エヌ)さん
平城京通り 82番地

2022年5月15日まで

Netflix、英語の復習、カフェで一服、ポスカ集め、
etc
呼び方はご自由に。星新一を読み漁ったことがあります。性別年
代問わずお話したいです。色んな方と関わりたいです。絵葉書も
嬉しいです。既婚。手帳やマステが好き。kawaiiもの大好き。漫
画はコジコジ、あさきゆめみし。谷川史子。日本画鑑賞。JUNON
スーパーボーイコンテストも楽しみにしてます。 お気軽に自己紹介
からでもお願いします。
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女性
40代

2021年11月15日

十五夜うさぎさん
うつくしま通り 89番地

2022年2月15日まで

神社巡り、御朱印集め、映画鑑賞
はじめまして。文通は初めてですが、老若男女・地域を
問わず、色々な方とお話できたらとてもうれしいです。
趣味の幅を広げたいと思っているので、おすすめ等あれ
ば、教えてください！よろしくお願いします。

