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第287号

2021年11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
30代

くまさん
彩の国通り 69番地

2022年2月28日まで

男性
40代

レターセット、マスキングテープ、シール、紙もの
集め
猫、文通、レタセ、マステ、TWICE、食べる事、スヌーピー、サ
ンリオ、ディズニー、クレヨンしんちゃん 受け身は困ります。 質問
し合いながら やり取りが出来れば♡ ちょっとしたプレゼント 送り合
うのが好きな人♡ ロンレタ大歓迎 年齢は問いません 長く続く方♡
一回だけのやり取りは悲しいです… よろしくお願いします。

女性
20代

みかんさん
相模ハマっ子通り 589番地

2022年5月31日まで

男性
20代

いさよひさん
なにわ通り 552番地

2022年5月31日まで

女性
40代

やまももさん
ピーナッツ通り 497番地

2022年5月31日まで

猫、料理、野球、着物、伝統芸能、読書、映画、ゲー
ム(Switch、スマホ)、漫画、アニメ
仕事で筆ペンを使い文章を書いたことをきっかけに、小さい頃の記
憶を思い起こし、文通がしたいな、と、ここに辿り着きました。 年
齢性別問わず、話題も問いません。歳を重ねるほどに、知らない
こと、気付かないことが多いとわかってきました。手紙を通して、
他愛なくても新しい何かを発見できたら嬉しいです。よろしくお願
いいたします。

2022年2月28日まで

緩めの会社員です。 ペースはゆっくりになるかもしれま
せんが、お互い考えていることを好きに語り合えるよう
なやり取りができたら良いですね。 読書やレトロな喫
茶店が好きです。

女性
50代

ことりさん
火の国通り 64番地

2022年2月28日まで

音楽、カラオケ、YouTube、料理、コスメ、ドラ
マ、アニメ、漫画、読書。
音楽が好きで、歌うのが好きな気だけは若い50代です。いろんな
年代や地域の方々と文通がしてみたいと常日頃から思っていました。
日常の何気ない事や、四季の移ろい、好きな曲などのお話ができ
たら嬉しいです。文通は初めてですので、気おくれしない程度の
気楽さで、お手柔らかにお願い致します。

女性
40代

たきびさん
琵琶湖通り 72番地

2022年5月31日まで

キャップ 朝ドラ 写真 紅茶

読書、旅行、神社仏閣巡り、御朱印集め、写真撮影、キャ
ンプ、ゲーム、万年筆（New）
万年筆を購入し、字を書きたくて書きたくて仕方ないので文通村を
始めてみました。日常の生活の中で、手紙が届くワクワク感を体験
したいと思っています。 趣味のことはもちろん、それ以外の話題
でも手紙を通じて共有できればと思っています。どうぞ、よろしく
お願いします！

お江戸通り 488番地
読書、喫茶店巡り、映画鑑賞

読書、図書館通い、文房具集め、手帳、BTS
インドアな性格です。昔から手紙や、手書きなどが好きです。本
は小説や新書、自己啓発本などを普段読みます。 男女や年代関係
なくやり取りしたら楽しそうだな、と思っていますのでお手紙お待
ちしています☺︎レターセット以外に、集めていたメモ帳なども使
いたいと思っています。

モジャさん

焚き火が好きなたきびと申します 最近朝ドラを見出しま
した

女性
40代

りんどうさん
もみじ饅頭通り 170番地

2022年2月28日まで

映画鑑賞、美術鑑賞、読書、料理
更年期におびえる40代女性です。コロナ禍の外出自粛
で読書と料理が好きになりました。最近ハマっているの
は筋トレです。ダイエット目的ですが結果は出ていませ
ん。文通は初めてですが、よろしくお願いします。
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女性
40代

2021年11月30日

たれみみさん
相模ハマっ子通り 592番地

2022年2月28日まで

女性
20代

うつわ、読書、編み物、散歩

あやさん
日向の国通り 44番地

2022年2月28日まで

ずっと文通に興味があり、今回思い切って登録しました。 夫と愛犬
のチワワと暮らしています。 かなり多趣味な性格で、気になったも
のはなんでも調べたり挑戦したりしています。ぜひオススメの本、
趣味など教えてください。 一枚一枚心を込めてお返事させて頂き
ます。

かのさん
もみじ饅頭通り 171番地

2022年5月31日まで

女性
20代

女性
50代

蜜柑さん
相模ハマっ子通り 593番地

2022年2月28日まで

女性
20代

あやちゃさん
お江戸通り 1194番地

2022年5月31日まで

ポケモン、ハロプロ、テディベア、文具集め、漫
画
はじめまして！文字を書くことが好きなので思い切って
入村しました。楽しく文通をしたいです。どんな話しで
も大丈夫なので、是非文通しましょう！！！

紅茶

アクアさん
しゃちほこ通り 411番地

2022年5月31日まで

手紙を書くことが好きで文通村に入りました。 サンリオ、プリキュ
アなどの変身ヒロインアニメ、チョコレート系のお菓子が好きです。
動画配信サイトでも広く浅くアニメを中心に見ています。Ｅテレの
番組もよく見ています。最近はぷよぷよ！クエストに熱中していま
す。 よろしくお願いします。女性限定でお願いいたします。

女性
50代

メロンさん
なにわ通り 553番地

2022年2月28日まで

読書、バイオリン(6年目)、YouTube視聴、犬と遊ぶ、プロ
野球観戦(阪神とオリックス)
子供の頃から手紙を書くのが大好きでしたが、今はLINEで近況報
告が当たり前の時代になってしまい、手紙を書くのも相手に迷惑を
かけるのではと思い躊躇しておりました。 この文通村を通じて気
軽に交流出来れば嬉しいです。 どうぞ宜しくお願い致します。

女性
50代

旅行、食べ歩き、カフェ巡り、着物、手ぬぐい、
ウォーキング、朝陽、夕陽、星空、自然
乳がんで右側を全摘出後、抗がん剤治療中です（2021年内に終
了）。病気になってたくさんのことに気付きました。一番は「あり
がとう」の大切さ。生きていること、当たり前のことに感謝する毎
日です。 人生、面白がりましょう。笑えば、笑うようなことが起き
ますよ(^^)

コーヒー

読書 音楽鑑賞 サンリオ ゲーム 甘い物

文房具、手帳、ふくろう、小鳥、紅茶、読書、ピ
アノ、刺しゅう、アニメ
万年筆などの文房具が好きな、20代社会人です。何で
も話せるような文通友達に憧れて入会しました。お互い
の趣味や、日々の出来事などについて、やり取りできた
ら嬉しいです。

映画鑑賞

2022年5月31日まで

初めまして。元々文通が好きでしたが、最近は機会がなく寂しく思っ
ていたところにこの村の存在を知りました。普段は本を読んだり音
楽を聴いたり、ゆったりと過ごしてします。普通に暮らしていたら
出会えない方と、手紙を通して知り合えるのを楽しみにしています。
日常の些細なことや悩みごと、趣味のことなど色々お話しできると
嬉しいです。

愛犬と遊ぶこと 読書 漫画 かぎ針編み 刺繍 書道 英
会話 カメラ

女性
20代

お江戸通り 1193番地
読書

文房具のウィンドウショッピングが大好きです。 レター
セットや葉書、ノート、ペンなどに癒されます。 言葉は
少なくても気になりません。 年齢も問いません。 やり
取りを楽しめる方がいたら嬉しいです。

女性
20代

椿さん

かりんとうさん
琵琶湖通り 73番地

2022年5月31日まで

テレビ鑑賞、ドライブ、旅行
何でもネットの時代ですが、昔やっていた文通が懐かし
く感じました。最近はあまり手紙を書く事などしませんが、
のんびり楽しめたら良いなと思います。よろしくお願い
します。

女性
50代

ゆかともさん
六甲通り 367番地

2022年2月28日まで

英語、猫、バレーボール、料理
普段はスマホが友達との連絡手段ですか、久々に手紙
もいいなと思って登録しました。同じ趣味ではない方と
もやりとりできたらいいなと思っています。
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女性
50代

2021年11月30日

ダルメシアンさん
彩の国通り 536番地

2022年2月28日まで

女性
40代

写メ、孤人ちゃん、雑ること。

かなえさん
きりたんぽ通り 51番地

2022年2月28日まで

女性
20代

シャン子さん
2022年11月30日まで

女性
20代

ゆうこさん
2022年2月28日まで

文章を書く仕事をしています。しかし最近、情報を集めてわかりや
すくまとめることはできても、自分の気持ちをうまく文章にできな
いことに気づきました。 手紙という形で、気の合う方と日々感じて
いることを交換できればうれしいです。 勉強や仕事、ダイエットに
ついて励まし合ったりもできるといいですね。 毎日比較的楽しく生
きています。よろしくおねがいします。

トムテさん
うつくしま通り 119番地

2022年2月28日まで

あやりさん
どんたく通り 283番地

2022年2月28日まで

30手前の独身です。深く考えるのも好きだしくだらないことで大爆
笑してる時間も好き。オールジャンルの映画と本に救われてます。
最近はパーマカルチャーに興味あり。来年は仕事辞めて自分改革
する予定！不安障害だった事があります。男女年齢関係なく、
日々の些細な楽しいこと辛いこと、たくさんやり取りしてお友達に
なれたら嬉しいです。色々な世界に触れたいです。

女性
30代

英語、フランス語、数学、バレエ、2.5、刀剣乱舞、ヒプス
テ、名探偵ポワロ、一人旅、刺繍

女性
30代

どんたく通り 282番地

映画、読書、自然の中を歩く、カメラ、図書館・美術館・博
物館行きがち、詩、宇宙、哲学

はじめまして。三浦春馬さんとパンダが好きな50代の主婦です。
ひとり時間が長いので、気軽になんでもお話し出来る方と出会い、
手紙を通して、お互いの事を気に掛けながら、気持ちを分け合え
る方と温かな優しい言葉を紡いでいけたらと思っています。よろし
くお願いします。

お江戸通り 1195番地

たけこさん

新しい楽しみを見つけたいと思い入村しました。 アラサー、既婚、
子なし(DINKs)です。主人と猫と暮らしています。 何気ない日常や
趣味のこと、ふと思いついたことなど、のんびりやりとりをして、
ほっこりし合えたら幸いです。 いいご縁がありますように、よろし
くお願いします。

読書、百均巡り、コーヒー、紅茶

女性
40代

ひなたぼっこ

料理、動画鑑賞、旅行、読書、猫

はじめまして。好きな文房具を使って手帳タイムを楽し
んだり、のんびり散歩したりするのがお気に入りの20代
です。読書も日課になっています。好きなことを誰かと
共有出来たら嬉しいです。

茶畑通り 217番地

2022年2月28日まで

はじめまして、きくと申します。最近自粛太り解消のためキックボ
クシングをはじめました。今ではサンドバッグをうつことが快感に
なりました(笑)郵便は昔から大好きで、クリスマスカードなど友達
に送るのですが、返事がメールで来るのは少し寂しく感じています。
文章や字に自信はありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

読書、文房具、散歩

女性
50代

彩の国通り 537番地
新しいことを習う事

初めまして。字が汚いので、手紙は大変だけど、メールより味が
あるので、好きです。瞬友でも良いから、お手紙ください。返事
は必ず出します。 英会話教室で雑ることが趣味だったけど、コロ
ナ対策でオンラインレッスンに切り替えを余儀なくされています。
最近は、新語や方言を覚えることに関心があります。親が高齢の
為、事実上の主婦です。よろしくお願いします。

女性
20代

きくさん

2022年5月31日まで

香水、コスメ、文房具、北欧、旅行、映画鑑賞、海外ドラ
マ、カラオケ、お城巡り、スキマスイッチ
全国に友達ができたら楽しいだろうなと思い入村しました。 今、と
てもわくわくしています。 昔から書くことが好きで、手紙やカード、
年賀状を楽しみながら作成しています。 最近は、自由にのんびり
と過ごす時間を大切にしています。 気軽に、お互いのペースでや
り取りできればいいなと思います。 ポストカードでのやり取りもし
てみたいです。 よろしくお願いします！

あるとさん
どさんこ通り 361番地

2022年2月28日まで

プロ野球観戦（Ｆファン・アンチＧ）、英語学習（ＮＨＫラ
ジオ英会話）、週１のジム通い
ギスギスしていないコールセンターでオペレーターとして働いてい
ます。ジャイアンツの小笠原コーチを現役のときから推していて、
シーズン中はあちこち遠征しています。独身で交際相手もおらず、
焦りはありませんが、正直に言うとさびしくないわけではないので、
他愛のない話をゆったりと楽しめるやりとりができたらいいな、と
思います。よろしくお願いします。

男性
30代

たけぼーさん
めんこい通り 85番地

2022年5月31日まで

アニメ・ライブ・バイク・旅・カメラ・キャンプ
はじめまして。 某アニメ作品を拝見して『手紙って素敵だな』と思
い、はじめての文通をやってみようと登録しました。 カメラが趣味
のひとつなので、お写真を時折同封して送れたらと思っています。
よろしくお願いします。
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女性
30代

2021年11月30日

きなこさん
もみじ饅頭通り 173番地

2022年2月28日まで

女性
30代

漫画、読書、スペイン語、スキー、バスケ、ミシ
ン、温泉
気の合う方だけでなく、自分の知らない世界の方との交
流もしたい、視野を広げたいと思い始めまし
た。LGBTQ+のQです。 これを機に、言葉を大切に紡げ
るようになりたいです。 よろしくお願い致します。

女性
50代

きゅうさん
お江戸通り 1197番地

2022年2月28日まで

女性
20代

ゆゆこさん
お江戸通り 1198番地

2022年2月28日まで

女性
30代

スープさん
ピーナッツ通り 500番地

2022年2月28日まで

女性
20代

女性
50代

神無月さん
なにわ通り 554番地

2022年5月31日まで

登山、一人旅（国内・海外）、ドライブ（絶景・秘境）、美
術館めぐり、読書（芸術、経営・経済）
23年前に離婚し、子どもは26歳（娘）24歳（息子）になり自立し
ました。昼間は保育士として働き、夜は大学生（芸大の通信課程）
として学んでいます。 休日は、晴れていたら登山、雨だったら美
術館へ行きます。 行動力があり、お転婆（男前）ですが、性格は
おとなしくて人見知りです。

そでびーむさん
上州三山通り 106番地

2022年2月28日まで

YouTuber、音楽鑑賞、カフェ巡り
最近、コラージュや文通にハマってます！紙モノ集める
のとっても楽しくて辞められない

女性
20代

アルトさん
どさんこ通り 362番地

2022年2月28日まで

ギター、ラジオ、読書、自転車、英語の勉強、歌
うこと、食べること
みなさんの生活や日常を覗いてみたいと思い入村しまし
た。年齢、性別関係なく、いろんな方とお話しできれば
と思います。時間があるときにのんびりと文通しましょう。
よろしくお願いします。

女性
40代

音楽鑑賞、映画鑑賞、ドラマ鑑賞、絵本、星野源、
BTS
はじめまして。久々に学生時代の友人と手紙のやりとりをはじめた
事をきっかけに文通村に入会しました。 音楽はシンガーソングライ
ターの音楽を聴くことが多いです。映画はミュージカルや家族の物
語、丁寧な暮らしを描いた物語を好んで観ます。 手紙を通して趣
味について語り合ったり、オススメし合ったり、何気ないお話がで
きたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

2022年5月31日まで

はじめまして。多趣味ですが、特に今はインク集めにハマっていま
す。購入したインクでお手紙を沢山書きたいです。動物は猫と鳥
が特に好きです。好きなゲームは、あつ森、うたプリ、刀剣乱舞
です。好きなアニメはエヴァ、ナルト、ボルト、進撃の巨人、ゴー
ルデンカムイです。 趣味や好きな物に1つでも共通点がある方が
いましたら、ぜひ文通しましょう。よろしくお願いいたします。

読書、ハンドメイド、美容、能楽、文房具、ファッ
ション、動画鑑賞、音楽鑑賞
こんにちは。楽しくやりとりしてくださる方を募集しています。 最
近好きなもの、ことはハンドメイドアクセサリー製作、コスメ収集、
マステやシール、読書（マンガも）、雑貨、ソーイングビー（Eテ
レ）、サンリオ、80年代の音楽やマンガです。どうぞよろしくお願
いします(*^^*)

お江戸通り 1196番地

文具(紙モノ、インク)、絵画、博物館、動物、宇宙・星空、
カメラ、ゲーム、アニメ、2.5次元

読書 海外ドラマを見ること コーヒーとお菓子
時々手作り小物
海外ドラマはイギリス、韓国、中国のものを見ます。ドラマでみる
小道具、衣装、景色も楽しみのひとつです。自己流断捨離をして
いる最中です。本はいろいろ読みますが、PDジェイムス、宮部み
ゆき、指輪物語が好きです、文通を通して楽しみが広がるといい
なと思っています。

ねるさん

☆ショコラ☆さん
ピーナッツ通り 501番地

2022年2月28日まで

ハンドメイド、手芸、マステ、シール、コラージュ
初めまして。 コラージュ大好きです。 おすそ分けやプ
チプレゼント 交換出来る方と文通希望です♡

女性
20代

永遠さん
古都みやび通り 206番地

2022年2月28日まで

芸術、映画、お洋服、読書、旅
はじめまして。芸大に通っている永遠といいます。 岩井俊二の映
画や、森茉莉、太宰治、その他趣味の合う方、ぜひご連絡いただ
けると嬉しいです。 文通を通して、人の温もりを感じたり、互い
を癒し合い、生きる力を与え合える存在になることを祈っています。
よろしくお願いします
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女性
70代

2021年11月30日

おゆきさんさん
どんたく通り 154番地

2021年2月28日まで

書道

あんこさん
どさんこ通り 228番地

あんこさん
ピーナッツ通り 475番地

2021年2月28日まで

おいしいものを食べること、パンやケーキ作り、か
わいい雑貨や文房具をみること、旅行

主人を癌で亡くして丸三年。50代の息子、娘と3人で平
和に暮しているが、バタバタと逝った夫への思い、やさ
しく働き者の子供達だけど、やはり心配もするし（子供
のゆく末）、同じような境遇の人達と話してみたい。

女性
20代

女性
40代

2022年2月28日まで

ドラマ、映画鑑賞、お笑いライブ観に行くこと、ネ
イル、読書、漫画
はじめまして。なにか新しいことを始めてみたいと思い
調べていたら文通村のことを知りました。趣味のことや
日頃のちょっとしたことなど、お話しできたら嬉しいです。
よろしくお願いします。

はじめまして。2人の子供（女の子）のいる主婦です。ハムスター
を飼っています。パンの発酵を待つのんびり過ごす時間が好きで
す。同じ趣味の方も、そうでない方も、いろいろな話を気軽にで
きたら嬉しいです。年齢性別も問いません。文通初心者ですが、
よろしくお願いします。

