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第288号

2021年12月18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

はいからさん
さるぼぼ通り 7番地

2022年6月15日まで

女性
50代

女性
20代

みぃたろさん
常陸の国通り 86番地

2022年12月15日まで

女性
20代

金城さん
六甲通り 250番地

2022年3月15日まで

女性
30代

女性
30代

まいさん
相模ハマっ子通り 585番地
旅行
読書

カメラ 寺社仏閣巡り
舞台鑑賞 SnowMan

2022年3月15日まで

食べ歩き

お酒

はじめまして。 昔から文通に憧れていたので、文通村を知ってす
ぐに申し込んじゃいました！ 普段の生活では出会えない方々と繋
がれるのが素敵で、大切にしたいご縁だなと思っております^^ 年
齢性別問わずいろんな方と文通してみたいです。 よろしくお願いし
ます。

なたでこコさん
彩の国通り 301番地

2022年6月15日まで

文具店、本屋、スマホゲーム、すみっコぐら
し、San-x、ジャニーズ、文通
再入村です。2021年夏に広場恐怖症を発症し、就労継続支援B型
作業所を退所しました。パニックの発作が出るため、文通を完全に
辞めることも考えましたが、再入村しました。自閉スペクトラム症
の当事者です。SNSに手紙をアップしない方なら、性別年齢問い
ません。

女性
30代

ライブ鑑賞、SNS、寝ること、酒、日記、シール
紙モノ集め
初めまして、金城と申します。 社畜しながら生きています。 生活
と心に余裕が出たので、文通を再開したいと思い登録しました。
頻度は問いません。 私もなにぶん社畜なもので、無理の無い範囲
で。 日常的なこと、仕事なこと、時にはもっとプライベートなこと
まで。顔も名前も声も知らないからこそ話せることもあるでしょう。
よろしくお願いします

2022年3月15日まで

ふみびとの皆様、こんにちは。 ４年ほど前に文通村様にお世話に
なりました。その際はお手紙を下さった方々に御礼を申し上げます。
この度、再入村いたしました。短文ですが、日々の思うことなどお
便りをさせていただけましたら嬉しく思います。どうぞ宜しくお願
いいたします。

文通、レタセ・シール集め、ライブ(邦ロック)、カメラ、ディ
ズニー、食べること、動物etc.
出戻りですが、主に邦ロックが好きな方と繋がれたらなと思いまた
始めてみました。 もちろん他のジャンルの音楽が好きな方、好き
なことが同じな方、興味を持っていただけた方とも繋がれたらと思っ
てます。 マイペースですが、一方的ではなくお互い言葉のキャッ
チボールがきちんと出来る方とやり取り出来たらと思います!!

しゃちほこ通り 112番地

小旅行、猫の観察、動物、便箋集め、写真のデザ
イン加工

ゲーム、美容、コスメ、ネイル、ファッション、棒針編み、
書写、万年筆、ガラスペン、インク

こんにちは、はいからです。手紙のやり取りが大好きで
す。年代等問わず、日常のささいなことや趣味の事など、
手紙を通して、楽しく話ができたら素敵だと思っていま
す。よろしくお願いします。

こるりさん

ゆうゆうさん
六甲通り 157番地

2022年3月15日まで

音楽(k-pop、j-pop、洋楽)映画、海外ドラマ、絵を描く、ア
ニメ、漫画、料理
はじめまして ゆうゆうといいます 字はきれいな方ではないですが
楽しくお手紙交換できたら嬉しいです 共通の趣味がない方とも文
通できたらいいなと思っています 気軽にお手紙送ってください 料理
は白崎茶会さんのレシピが好きです

女性
20代

りんりんさん
どさんこ通り 359番地

2022年3月15日まで

カフェ巡り 一人旅 読書 麻雀 スマホゲーム ハンドボー
ル 弓道 そろばん YouTube

前から文通に興味があって初めてみました！色んな方と
お話したいです！よろしくお願いします(*´ω`*)
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女性
20代

2021年12月18日

はるさん
お江戸通り 1192番地

2022年3月15日まで

女性
20代

読書・洋画・食べること・雑貨・お散歩・文具・コス
メ
はじめまして。以前から文通に興味があり、思い切って始めてみま
した。美味しいものを食べたり、雑貨・文具を集めることが好きで
す。日常のふとしたことなどを気軽にやりとりできれば嬉しいです。
どうぞよろしくお願いします！

男性
30代

レイヤさん
琵琶湖通り 74番地

2022年3月15日まで

女性
20代

るん。さん
しゃちほこ通り 412番地

2022年6月15日まで

女性
40代

マリアさん
きびだんご通り 117番地

2022年6月15日まで

女性
30代

女性
40代

ゆきげしきさん
なにわ通り 555番地

2022年6月15日まで

ウォーキング 映画鑑賞 カフェ巡り 漫画
はじめまして。最近仕事と家の往復ばかりで何か新しい趣味を持
ちたいなあと思っているところです。皆様のされている趣味のお話
やお仕事のお話など聞かせて頂けたら嬉しいです。 私はウォーキ
ングが好きで毎日1万歩歩くようにしていますが、体重維持には一
役かっているようです。 どうぞよろしくお願いいたします。

きこさん
ピーナッツ通り 499番地

2022年3月15日まで

読書（小説、自己啓発本、漫画）、ドラマ、犬、猫、ラー
メン、ダイエット、仏教、御朱印集め
薬のパンフレット作る仕事をしている独身です。ツバキ文具店を読
んで手紙に興味を持ちました。犬、猫を飼っています。本は、角
田光代さんや本多孝義さん、ドラマは坂元裕二さんや野木亜紀子
さんの作品が好きです。仏教はお坊さん達の説法聞いたり瞑想の
朝活に参加したりしています。性別・地域問わず、日々の出来事
や感じたことなどをお話できたら嬉しいです。よろしくお願いしま
す。

女性
40代

昨日の猫さん
ピーナッツ通り 502番地

2022年3月15日まで

紙もの収集、音楽鑑賞、漫画、温泉
はじめまして。 音楽は雑食で最近の曲も色々と聴きますが、洋楽
は90年代で時が止まってます。 健康的な趣味を求めて最近クロス
バイクを購入しましたが乗れていません… 年齢趣味問わず色々な
方と文通したいと思っています。 よろしくお願いします。

女性
30代

ダンス、書道、読書、映画＆音楽＆キリスト教美
術鑑賞
もともと手紙好きですが、近頃は書く頻度が少なくなり
ました。こちらで手紙のやりとりができること、楽しみ
にしています。クリスチャン（カトリック）です。

2022年3月15日まで

普段着着物を愉しみたいと思い始めました。 ゲームはレ
トロゲーとRPGが好き、 漫画も少し古めのモノがすきで
す。 文房具はガラスペンと万年筆インク。 乗馬にも興
味あります。

読書、映画ドラマ鑑賞、散歩、動物、カフェ巡り、バトミン
トン、バレーボール、K-POP、v系

文通初心者です。よろしくお願いします。 読書、映画ド
ラマ鑑賞、散歩、動物、カフェ巡り、バトミントン、バ
レーボール、K-POP、v系、水族館や動物園も好きです。

ピーナッツ通り 498番地

着物（初心者）、ゲーム、漫画、動物、文房具

音楽鑑賞、音楽制作、タロット占い、パワーストー
ン集め、カラオケ
諸事情により登録しました。多忙な為、返事が遅くなったり、返信
率が悪くなる可能性があります。元バンドマンでボーカルをしてま
した。現在は普通の会社員です。音楽には今後も携わっていたい
ので、パソコンを使った音楽制作や歌い手などにも挑戦予定です。
作詞家さんや様々なジャンルのミュージシャンの方々とも交流が持
てたらなと考えてます。

四山ちどりさん

かおさん
お江戸通り 1199番地

2022年3月15日まで

ラジオ鑑賞、音楽鑑賞、イケメン鑑賞、 朝ドラ鑑
賞、バイオリン
朝ドラとオールナイトニッポン大好きです。 SixTONES菅田将暉、
三四郎とオードリーも聞くこと多いです。 中村倫也、平野紫耀、ふ
なっしーetc... イケメン大好き！ 朝ドラの曲をバイオリンで練習し
てます。「なないろ」「アルデバラン」皆さんの趣味を共鳴し、自
分の趣味にも興味持っていただけたら嬉しいです。

女性
40代

たみちゃんさん
さぬき通り 67番地

2022年3月15日まで

音楽、ドラマ(海外ドラマ、韓国ドラマ)、占い、お買い物、
ペット、可愛いものを集めることなど

はじめまして(^^)40代後半のバツイチ子無しの女性です。
可愛いものが大好きです！ 猫と暮らしてます。 楽しく文
通出来たらなぁと思います。 よろしくお願いします。
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女性
20代

2021年12月18日

おもちさん
お江戸通り 1200番地

2022年3月15日まで

女性
20代

パン屋巡り、歌うこと、アコギ

甘夏さん
さぬき通り 68番地

2022年6月15日まで

可愛いレターセットの行き場が無いため文通してみようと思い登録
しました。 普段は映画を観たり、ネイルしたりして過ごすことが多
いです。映画は邦画洋画ジャンル問わず何でも。読書はほぼ漫画
で、何でも読みます。 Snow manが好きで推しているので(箱推
し)好きな方いたら是非！全然違う趣味の方でも大歓迎です。 年齢
性別問いません。よろしくお願いします。

甘酒さん
杜の都通り 176番地

男性
40代

2022年3月15日まで

仕事と3歳育児に追われる日々で息抜き・ﾎｯとできるやりとりをし
たく逃避…入村しました♪ 懐かしい歌やレトロ雑貨で少女時代へタ
イムスリップする時は至福です。 面白い物やお笑い番組も大好き
です。 一筆箋やポストカードのミニ文通も…どんな形のやりとり
でも楽しみです^^*

みゃおさん
しゃちほこ通り 413番地

2022年3月15日まで

女性
20代

るなさん
彩の国通り 539番地

2022年3月15日まで

読書、ラーメン巡り、散歩、短歌、音楽、温泉
ささやかな日常、嬉しいこと、悲しいこと。液晶に並ぶフォントで
はなく生きている文字で共有したいです。普段は大学生をしていま
す。音楽を聞くことやファッション(甘いテイストのお洋服がすきで
す)にも興味があります。たまに映画やアニメを見ます。どれでも
オススメがあれば教えてください。最近は短歌を詠むことも好きで
す。よろしければ感想を聞かせてください。

お江戸通り 1201番地

2022年3月15日まで

皆様 初めまして、ACSと申します。 私は独学で書道を勉強してい
ます。8年になりました。 書道を通して、文字を描くダイナミズム
を感じられるのがとても楽しいです♪ 書道だけでなく、何気ない会
話をしたいと思っています。 趣味はランニング、ジム通いです。
後飲み歩きも好きです♪ よろしくお願いいたします♪

女性
20代

祥子さん
相模ハマっ子通り 594番地

2022年3月15日まで

お菓子作り 手芸 ゲーム 2.5次元舞台 観劇
『誰かと何かを共有したい』と思い登録しました。 素敵
なご縁がありますように。 普段は介護福祉士として働い
ています。忙しい毎日の中にちょっとした時間を作りた
いです。

女性
20代

読書、映画鑑賞、美術館に行くこと、散歩、紅茶、
ノートを書く、文房具集め
30代子なし専業主婦です。 読書が大好きで、1年間に150冊か
ら200冊ほど読みます。 映画・鑑賞も好きですが有名な作品しか知
らないので、詳しい方に色々教えていただきたいです。 同じ趣味
をお持ちの方や、また男女年齢関係なく幅広い方と文通したいで
す。 レタセを買うのも好きなので、色々なレタセを使って文通す
るのが楽しみです。 よろしくお願いいたします。

ACSさん
書道、ランニング、ジム通い、車、飲み歩き

漫画、ゲーム、初期クレヨンしんちゃん、釣り、温泉、文房
具、懐かしい物、ミニチュア、1人時間

女性
30代

2022年3月15日まで

社会福祉の勉強中です。心理学にも興味があります。好きな作家
はよしもとばななさん、江國香織さん。映画はアメリ、ビフォアサ
ンセット。おすすめの小説や映画をたくさん教えてほしいです！音
楽は最近ジャズやクラシック、昭和歌謡に興味があります。一緒に
励まし合って語学勉強出来る方ともお話出来たら嬉しいで
す！ARMYの方もぜひよろしくお願いします〜！

読書、映画鑑賞、ドラマ、芸術、温泉、旅行、カフェ巡り、
ネイル、スキンケア、ダイエット

女性
30代

加賀の国通り 69番地

読書、映画鑑賞、語学勉強（英語、韓国語）BTS、
社会福祉、心理学

１人カラオケやアコギでの弾き語りが大好きです

女性
40代

すーさん

まーさん
お江戸通り 1202番地

2022年3月15日まで

散歩、ライブ、フェス、読書、絵本、映画、アニ
メ、カフェ
音楽は邦ロがすき。本屋さんには何時間でもいれます。絵本はヨ
シタケシンスケの本に癒され。旅にもでたいのでおすすめの場所
知りたいです。以前はキャンプもよくしてました。年齢や地域、趣
味問わずさまざまな方とお手紙を通してお話ができたらと思います。
よろしくお願いします。

女性
30代

つばめさん
しゃちほこ通り 414番地

2022年3月15日まで

旅行、美味しい珈琲・紅茶を飲む事、自然鑑賞
思い切ってショートヘアにしました、つばめです。 楽しい事、わい
わいすることが大好きです。 一人の時間はもっと大好きです。 手
帳を書いたり散歩したり。 愛犬との散歩が癒しの時間です！ ささ
いな日常をお話ししませんか。
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女性
20代

2021年12月18日

美波さん
加賀の国通り 70番地

2022年3月15日まで

グルメ、アイドル鑑賞、旅行

さとのかさん
ピーナッツ通り 503番地

2022年6月15日まで

パートの主婦 夫と子供３人(高、中、小)がいます。 かわいいマス
テ、レターセットを見かけるとついつい買ってしまいます… 趣味、
年齢問わずですが、(既婚のため、女性限定で) いろんな方と楽し
く文通したいです。 ロングレターは書けないかもしれませんが、
のんびり、無理のないペースで。 ポストカード、一筆箋でも、大
歓迎です。 よろしくお願いします

なつこさん
相模ハマっ子通り 596番地

2022年3月15日まで

こんにちは。小川糸さんのツバキ文具店を読んで文通をしたい気
持ちになりこちらに登録させて頂きました。 趣味が同じ方はもち
ろん、共通の趣味がない方とも新しい世界を知るという意味で文
通してみたいと思っております。どうぞお気軽に送ってください。

えりなさん
ねぷた通り 65番地

2022年6月15日まで

女性
20代

みきゃんさん
どんたく通り 285番地

2022年3月15日まで

映画鑑賞、ドラマ鑑賞、レターセット・シール集め、
読書(漫画・小説)
はじめまして。20代の一児の新米ママです。可愛いレターセットを
見るとつい買ってしまうのですが、使う機会が無く、思い切って文
通に挑戦してみることにしました。他愛のない話やご趣味の話など、
どんなお話でも構いません。知らない世界のことが知りたいです
＾＾ぜひお聞かせください♩

なにわ通り 556番地

2022年6月15日まで

読書、日記、神社仏閣、ハムスター、景色や鳥の
絵を描くこと、綺麗な写真を撮ること
はじめまして。知り合い同士で手紙を書くことはあって
も、全く関わりのなかった人と手紙を送り合うのは初め
てのことなのですごく楽しみです。よろしくお願いします！

どんつきおごじょさん

女性
40代

常陸の国通り 174番地

2022年3月15日まで

国内一人旅、ドライブ、読書、美術＆映画鑑賞、犬猫観察、
観葉植物、カフェ、ヨガ、ランニング
始まりました40代。ポストはDMが常在。久々に文通を始めたいと
思いまっす。 自由に書き綴って、お互い自分の話が多めも良し。
忘れた頃に返事がくるも良し。 そんなスタンスの方、お気軽にご
一報願います。のんびりと続けていけたらと思っていますので、ど
うぞよろしく。

オリーブさん

女性
40代

猫、漫画、映画鑑賞、カフェ巡り、食べること、料理
（簡単なもの）、国内旅行
初めて登録しました。 一人暮らしで猫を飼っています。
やりとりしてみて、合わないなと思ったら、遠慮なく音
信不通でOKです＾＾ お互い気軽にお話しできたらいい
なと思います。

ぽんさん

女性
10代

読書、旅行、映画鑑賞、海外ドラマ、犬

女性
30代

2022年3月15日まで

初めまして。中学生の頃に文通の楽しさを覚え、成人までやり取
りを続けた同い歳の女の子がいました。もう自然に連絡は途絶え
てしまったけど、素敵な思い出です。 またあんな風に、日々のこ
とやお互いのことを話せる繋がりが持てたらと思っています。息
子2人を育てているシングルマザーです。癒し合える存在になれた
らと思います。

フルート、ポスクロ。 たまに、刺し子、ガーデニング＋トー
ルペイント 。 読書(軽め)

女性
20代

相模ハマっ子通り 595番地

読書と映画鑑賞、カフェでのんびり。猫が好き。文字を書く。
美術館や博物館。インドア派です！

フットワークが軽く 知らない世界を見たいので 最近は芸能事務所
のオーディション受けました！ 好きなことは、 音楽（なにわ男子）
映画鑑賞 お酒（スピリタス、カルーアミルク） 散歩 オシャレ 人を
笑わせること（お笑い芸人もめざしていました！笑） 好きな食べ
物は 焼肉、お寿司、麺類、甘いもの、卵料理です！ よろしくお願
い致します！

女性
40代

ゆきのんさん

女性
40代

上州三山通り 107番地

2022年3月15日まで

手芸、読書、カフェや本屋さん巡り、ラジオ、音楽(洋邦ポッ
プス・ロック)、文房具、手帳、美容
FMラジオを聴きながらのパッチワークや刺繍が至福の時間です。
読書は恋愛小説からミステリー、ホラーまで広く浅く読みます。最
近は光浦靖子さんの、50歳になりましてを読みました。私は40代
後半で既婚、子供はいません。女性限定で、お気軽にご連絡くだ
さいませ。

なおさん

女性
60代

しゃちほこ通り 415番地
道の駅巡り

楽しく

2022年3月15日まで
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女性
20代

2021年12月18日

かもせいろさん
お江戸通り 1203番地

2022年3月15日まで

女性
20代

ラジオ、映画、旅行、散歩、資格の勉強
仕事に慣れてきたので、新しい事を始めようと思い入会しました。
最近の趣味は海外のラジオを聞くことです。映画はそれほど詳しく
ないのですが、新旧問わずミュージカル映画をたまに観ます。先
月は「リスペクト」を観ました。宗教勧誘などはお断りしたいです。
お仕事や日常の話題で、ポジティブなやり取りができるようにした
いなと思っています。

女性
30代

ごまちゃんさん
お江戸通り 1204番地

2022年3月15日まで

みどりさん
彩の国通り 540番地

2022年3月15日まで

文房具、散歩、イラスト、キャンプ、写真、旅行、
料理(作るのも食べるのも)
はじめまして、みどりと申します。 文房具を集めたり眺めたり、
使うのが大好きで何かを手作りするのが好きです。可愛い便箋や、
ポストカードを見つけても「送る相手もいないしなあ」と諦めてい
た所、こちらの文通村を見つけました。自分が気に入った柄やデ
ザインにメッセージを乗せて、遠くのだれかと言葉を交わせたら、
素敵だと思います。

女性
30代

リクさん
お江戸通り 1205番地

2022年3月15日まで

ハンドメイドアクセサリー作り、買い物、コーヒー、
漫画、アニメ

サウナ、旅行、YouTube鑑賞、愛犬と遊ぶ、美術
館、野球観戦、漫画

こんにちは。 ごまちゃんです。 33歳既婚女性です。 2匹の猫を飼っ
ています。 漫画が大好きでジャンプ系をよく読んでいます！ 趣味
の話などを文通でできればと思います。 お気軽に文通ください。
合わないと思ったら特に気にせずに文通ストップしてしまってOKで
す。 最近はスタバにハマってます。 オススメのカスタム教えてく
ださい笑

初めまして！ 書く楽しさや待つワクワクを味わいたく、
入村しました。 アウトドアインドア両方好きです。 不慣
れですが、よろしくお願いします。

女性
20代

きういさん
どんたく通り 286番地

2022年6月15日まで

女性
40代

読書、アニメ、旅行、食べ歩き

魚継さん
伊勢通り 100番地

2022年3月15日まで

魚継（うおつぐ）と言います。 家と職場の往復ばかりのひき
こもりで、世に言うところのぼっちです。対面ではなく文章で誰か
と繋がってみたくて、この文通村に入会しました。文通は初めてす
るので、いろいろと不慣れな部分もあるかと思います。字も「これ
はまあ……」という代物ですが、そこは味だと思っていただければ
幸いです。もしご興味を持って貰えたなら嬉しく思います。

kukka さん
琵琶湖通り 75番地

2022年3月15日まで

読書、映画鑑賞、ヨガ、旅行、お花、文房具、手
芸
子供の頃から手紙を書くのが好きで、今は切手や旅先で風景印を
集めるのが好きです。お花も大好きで、家では常に飾っています。
文房具も、特に紙物が大好きで、一時期コラージュにハマっていま
した。好きな物がたくさんあり、また色々なことに興味があります。
色々な年代の方とお話しして、自分の世界を広げたいと思っていま
す。 どうぞよろしくお願いします。

ドラマ鑑賞

2022年3月15日まで

音楽鑑賞

文通は初めてです。趣味も少ないのでなかなか共通点
も見つけづらいと思いますが少しずつ始めたいと思いま
す。宜しくお願いします。

女性
30代

読書、映画鑑賞、ペットとまったり、落語、怪
談、YouTube

女性
40代

ピーナッツ通り 504番地
寝ること

はじめまして。一児の新米ママです。 12/10で誕生日を迎え、な
にか新しいことに挑戦してみたいと思っていたところ文通村を見つ
けました！趣味をふやしたいので性別年代問わず皆さんの好きな
こと、おすすめなもの教えてください(^^)よろしくお願いします！

女性
30代

ぷりんこさん

おいしーさん
ピーナッツ通り 505番地

2022年3月15日まで

読書(小説･随筆･漫画)、食べること、音楽鑑賞(Mrs.GREEN
APPLE･久石譲)
はじめまして。未就学児の母で事務系の仕事をしています。普段、
文字をキーボードで打つことはあっても書くことがなく、このままで
は文字を忘れそうなので、前々から憧れていた文通を始めようと
思いました。よろしくお願いします。

女性
30代

みのりさん
お江戸通り 1206番地

2022年6月15日まで

映画、音楽、ドラマ、漫画、アニメ、YouTube、
プチ工作、ヨガ、お菓子作り
インスタで「文通村」を知って、登録してみました♪文房具、紙もの
集めが好きで、最近はYouTuberさんを真似して、おすそ分けファ
イルを作ったりしてます。小学生の子供3人の子育て中です。趣味
や日常の話、お出かけした話など、楽しく出来たら嬉しいです。
年齢は問いませんので、よろしくお願いします♪
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女性
30代

2021年12月18日

サリーさん
ピーナッツ通り 506番地

2022年6月15日まで

女性
50代

映画鑑賞、旅行、ファッション、ディズニー
はじめまして^_^ 久しぶりに文通を始めたく入会しまし
た！ 日々のこと趣味のことなど楽しく文通できたらなと
思います。 宜しくお願いします☆

男性
30代

あしろさん
越中通り 70番地

2022年6月15日まで

女性
30代

みなさん
ピーナッツ通り 507番地

2022年6月15日まで

女性
50代

ひとみさん
お江戸通り 457番地

2022年3月15日まで

読書、旅行、ベトナムに関することを調べること
先日、NHK Eテレの〝人生レシピ〟で手紙を書くことの楽しさをた
またま観て〝書く〟ことへの興味、好奇心が沸き上がりました。人
前で話すことはとても苦手ですが手紙は書くのも頂くのもとても好
きです。気軽に続けられたら嬉しいです。

女性
40代

大空月 スカイさん
さぬき通り 69番地

2022年6月15日まで

マンガ（コミック）を読む事、猫が好き
はじめまして。私は、今回入会して一度も文通をした事が無いの
ですが、文通が出来る事を知って手紙を書いてみたいと思いました。
一応40代とさせてもらってますが、年が変われば50代になります。
後、孫も居ます。色んな話が出来たらと思います。よろしくお願い
します。

2022年3月15日まで

はじめまして。11年前夫に死なれ、今は実の母の世話をしなが
らWEB ライターになるべく勉強中の50代、女性です。子供はいま
せん。こんな生活なのでコミュニケーション不足の日々が続いてま
す。そんな時この文通村の広告を見てすごく心をひかれました。
今はジャニーズの「なにわ男子」に夢中になってます（笑）こんな
私ですが、よろしくお願いします。

女性
20代

くすみさん
彩の国通り 543番地

2022年3月15日まで

コラージュ、カフェ巡り
良いことすれば良いことがあると小さい頃からずっと座右
の銘にしています。 言葉で誰かの気持ちを動かせられる
ような思いやりのある人になりたいです。

女性
20代

映画鑑賞、ドラマ、アニメ、ゲーム、サイクリング
こんにちは。映画鑑賞が大好きな30代女性です。 文通は昔ほんの
少しだけした事がありますが、あの時の手紙を待つドキドキ感、
楽しみ感が忘れられず思い切って入村してみました。 手紙書いた
事あまりないし、文章力もないし、こんな私でも大丈夫なのか不
安な部分もありますが、ゆっくり自分のペースで文通出来たらいい
なと思います。こんな私ですが宜しくお願いします。

彩の国通り 542番地

読書､映画鑑賞､編み物､お絵描き､ゲーム

珈琲、料理、読書、カフェ巡り、球技、会話
コーヒーが好きで調べたり、淹れたりしています。 体を動かすこと
が好きで、春〜秋はランニングをしたり、スポーツをしたりしてい
ます。 家事も好きなので音楽を聴きながら色々やっています。よ
ろしくお願いします。

うしえさん

こまさん
お江戸通り 1207番地
読書 映画 ヨガ 瞑想 食 紅茶
ニメ 一人カラオケ 犬 Youtube

2022年3月15日まで
ハロプロ

漫画

ア

こんにちは、こまと申します。日常のことや趣味のことなど、まっ
たりやりとりできればと思い、登録してみました。機能不全家族育
ちのHSPで生きづらさを抱えた人間ですが、なんとかやってます。
趣味にピンときた方、なんとなく気になったよという方、お気軽に
お手紙くださいね。お待ちしています。

女性
60代

さんごさん
茶畑通り 218番地

2022年6月15日まで

読書、文具収集（ノート、ボールペン、レターセッ
ト等）
はじめまして、最近「ツバキ文具店」を読んで、〝手紙っていい
なぁ…そういえば学生時代文通していたなぁ〟と思い、ネットでこ
ちらにたどりつきました。本は何でも読みますが、今、ハマってい
るのは麻見和史さんの文書捜査官シリーズです。人の書いた文字
が大好きです。よろしくお願いします。

