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第289号

2022年1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
50代

ぺんみさん
ハマっ子通り 79番地

2022年4月15日まで

女性
30代

雑貨文具屋さん巡り・ジャンクジャーナル・お散歩
海外の紙ものや和紙が大好きです。 ジャンクジャーナル、コラー
ジュなどDIYでおうち時間を楽しんでいます。 仕事が落ち着いてき
たので戻ってまいりました。 ゴーマル世代に突入してより一層お手
紙の良さを実感しています。 世代やお住いのエリアに関係なく、
色々な方とやり取りができたら嬉しいです。

女性
30代

きょうさん
さぬき通り 34番地

2022年4月15日まで

女性
40代

omiさん
うつくしま通り 60番地

2022年7月15日まで

女性
40代

かのんさん
さがん通り 35番地

2022年4月15日まで

2022年4月15日まで

数年前に退会しましたが、再チャレンジの入会です。 無理をして
いた前職から転職し、気負わずほどほどで大丈夫、という気持ち
で過ごせるようになりました。 日々のささいな喜びや悩みをゆっ
たりとやりとりできたら嬉しいです。今まで関心の持てなかった恋
愛についてもお話を聞いてみたい。 趣味は深く極めるというよりそ
の時の気分や思いつきで動くことが多いです。

女性
30代

こむぎさん
うつくしま通り 58番地

2022年7月15日まで

寝ること、食べること、読書、映画鑑賞、文通、文房具、
万年筆、ガラスペン、インク沼！
再入村しました(・∀・) 自閉っこ(03歳の男の子)ママです♩ 自分の世
界を広げて、ゆくゆくは色んな世界があることを息子にも教えてあ
げたい！と思っているので、色んな年代の方とお話ししたいです。
数年前からインクの沼にずっぷりハマっているので同じ趣味の方も
ぜひお話ししましょー◎

女性
40代

漫画、ゲーム、アニメ、海外マステ、ガラスペン、万年筆
インク、温泉旅行、お絵描きなど
家庭の事情でしばらくお休みしておりましたが少し落ち着いてきた
ため再入村しました。ゆっくりペースになりますがまたよろしくお
願いします。 家事育児の合間に趣味を嗜んでいます。万年筆やガ
ラスペンで様々なインクを使って買いたり集めたマステで無地の便
箋をデコったりしたお手紙が苦手ではない方、趣味が合う方がいら
したら嬉しいです。

相模ハマっ子通り 61番地

ポストカードやシール集め、食べること、セルフネイル、ゲー
ム(ゼルダの伝説シリーズ)

レターセット、シール、マステ、100均、ジャニーズ、少女
漫画、書道、ディズニー、ドラマ
再入村しました。小1の娘と2歳の息子がいる専業主婦です。昔か
らジャニーズが好きで、今はSnowManファンです。レタセ、マス
テ、シールを集めたり、字を書く事が大好きです！同じ趣味の方
だと嬉しいです！お気軽に日常のお話などできたらと思っています。
女性限定でよろしくお願いします☆

まどろみさん

いちごさん
きりたんぽ通り 32番地

2022年7月15日まで

ドラマ、映画、読書、あつ森、アイドル、ラジオ、紙モノ集
め、手帳、美術館、ポスクロ、手作り
再々入村しました。趣味はどれもゆるく浅い感じです。１つの事を
きわめるのが苦手な人。日常の何気ない出来事など、明るく楽し
い文通がしたいです。すみっコぐらし、SiXTONES、猫と苺のモチー
フが好き。最近は写真にハマっています。ポストカード収集してる
ので、ハガキもOK！わくわくしながら、皆さんからの手紙、お待
ちしています。(^^)※手作り封筒で送る場合も有り。

女性
30代

ナギさん
相模ハマっ子通り 348番地

2022年7月15日まで

音楽鑑賞、ドラマ、映画鑑賞、読書、カフェ、パン
屋巡り、温泉

読書、音楽鑑賞、万年筆、写真撮影、散歩、料理

40代後半の既婚者です。子育ても少し落ち着いてきたところです。
仕事や家事などの合間にのんびり過ごす１人の時間が癒しです。
ゆっくりペースになりますが、趣味や何気ない日常のことなどいろ
んな話ができればなと思ってます。よろしくお願いします。

家にいる時も移動する時もずっと音楽を聴いてるくらいの音楽好き
です。ボカロ、JPOP、洋楽なんでも聴きますので、オススメを教
えて貰えると嬉しいです。 関西出身ですが関東で一人暮らしてお
りまして、自炊に挑戦中！好奇心旺盛なので、いろいろな事に挑
戦したいです。最近万年筆にも興味あり。 年齢性別問わずいろん
な方とやり取りできると嬉しいです。よろしくお願いします。
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女性
20代

2022年1月15日

ありしゃんさん
火の国通り 43番地

2022年4月15日まで

女性
20代

レターセット マスキングテープ集め

ぺんりんさん
六甲通り 316番地

2022年4月15日まで

休みの日は料理を作ったり、ゲームしたりアニメみたり
しています。気ままに文通できるお相手を探しています。
手紙の形態など特に気にしていません。 お気軽にお手
紙出し合いましょう！

えにるさん
日向の国通り 42番地

女性
20代

2022年4月15日まで

初めまして、前々から気になっていた文通村にようやく入村するこ
とができました。シール集めや、コラージュをみたりしたりするこ
とが好きです。その他にも海外ドラマの犯罪捜査ものを見ることが
好きです。色々な方と日常の話や、お互いの趣味について話した
いです。字があまり綺麗じゃないことが悩みです。その分心を込
めて書きます。よろしくお願いします。

ぶり大根さん
どんたく通り 284番地

2022年4月15日まで

女性
20代

あみさん
どんたく通り 287番地

2022年4月15日まで

料理、YouTube、音楽、ご飯屋さん巡り、カメラ
はじめまして。 現在仕事を休職しており、色々な方と文通をして
みたかったので、いい機会だと思い登録をしました。 同じ趣味の
方、そうでない方とも文通をできたらいいなと思っています。 よろ
しくお願いします！

しゃちほこ通り 380番地

2023年1月15日まで

学生の頃から集めた文房具を活用したいと思い入村しました。読書
はミステリーや漫画多め、ゲームやアニメはFGO、刀剣乱舞、ツ
イステ、ポケモン、名探偵コナンなど。声優さんのラジオも聞い
てます。一筆箋やポストカード、ミニレターも大歓迎です。マイペー
スですが、ぜひよろしくお願いします。

女性
20代

ももかさん
しゃちほこ通り 398番地

2022年4月15日まで

YouTube、漫画、映画、ダイエット、読書
アラサーで鬱病持ちです、hspやトラウマと戦っています！根がオ
タクで趣味はインドア系です！笑 日常の話とかいろんなことを話
せたらなと思います！自分と似たように鬱持ちの方もいらっしゃっ
たらお話ししたいです！女性の方のみでお願いします(>_<)宜しく
お願い致します！

女性
40代

英会話、映画鑑賞、お絵描き、食べること、筋ト
レ、邦ロック、古着、海外マンガ
はじめまして。 普段は大学生をしているぶり大根といいます！ご
はんのことを考えているときが一番幸せです。特技は「今日何食べ
たい？」に素早く反応することです！文章を書くのは得意ではあり
ませんが、手紙を通じていろんなお話をしてみたいと思っています。
皆さんどうぞよろしくお願いします！

葉琉さん
読書、アニメ、ゲーム、文房具集め、ラジオ

色塗り、シール集め、編み物、ピアノ、ウクレレ、
語学勉強、海外ドラマ、音楽鑑賞

女性
10代

2022年4月15日まで

レターセットや文房具を買い漁って手紙を書くのが好き
です。最近は「有吉の壁」というお笑い番組が面白くて
何度も再生して見てます。年齢問わず様々な方と文通し
たいと思っているのでよろしくお願いします。

料理、映画鑑賞、アニメ、読書、文房具

女性
20代

杜の都通り 119番地

音楽鑑賞、お笑い、文房具集め、字を書くこと、
バレーボール観戦、ラーメン店巡り

初めまして 忘れっぽいので自己紹介の手紙を何通も送っ
てしまうかもしれません。 ご迷惑かけますが、よろしく
お願いします 文通希望でない場合、音信不通で大丈夫
です よろしくお願いします

女性
20代

ありすさん

サキさん
彩の国通り 541番地

2022年4月15日まで

手芸、編み物、カフェめぐり、ゲーム、ボディメイク（ダイ
エット・ジム通い）、美容関係
40代半ばの既婚女性です。小学生の子供が二人います。インドア
派で、手芸やお弁当作り、ハンドメイドの作品を見たりするのが
好きです。また、美容にも興味があります。ナチュラルなインテリ
アやファッションが好きです。恋愛話もOK♪

女性
20代

なほさん
相模ハマっ子通り 597番地

2022年4月15日まで

映画鑑賞(洋画)、小旅行、読書
はじめまして。これといった趣味もなく、なにか始めてみたいなと
思い入会しました。普段はメーカーで品質管理の仕事をしています。
生活する中で感じたことや映画や本の感想など、お互いにとりとめ
のないやりとりができたらなと思います。普段のたのしみは、映画
をみたり美味しいものを食べたりすることです。動物も好きで、ハ
ムスターを飼っています。お手紙お待ちしています。
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男性
20代

2022年1月15日

しんさん
相模ハマっ子通り 598番地

2022年4月15日まで

女性
20代

登山，キャンプ，ドライブ，料理，コーヒー，観葉
植物，映画鑑賞
今年の春にメーカーに就職してエンジニアをやっています．1日1日
が目まぐるしく過ぎていくことに不安を感じ，誰かの事を考えなが
ら筆をとる時間を作ろうと思いました．元々字を書く事は好きです．
また綺麗な言葉に出会うと感動します．日常のちょっとした事でも
気軽に伝え合えれば良いなと思っています．よろしくお願いします！

女性
30代

そらさん
越後通り 124番地

2022年7月15日まで

ささみさん
杜の都通り 177番地

2022年4月15日まで

イラスト、漫画、ディズニー
はじめまして。漫画（ヒロアカ、鬼滅）、ゲーム（スプ
ラトゥーン、ツイステ）が好きで、イラストを描くことが
趣味です。イラスト交換や共通の趣味を持った方と文通
を通して語り合えたらいいなと思います。

女性
40代

レイ香さん
相模ハマっ子通り 599番地

2022年4月15日まで

読書、ピアノ、歌うこと、散歩、ラジオ、太田上田、
オドぜひ、アニメ

犬/一人で過ごす時間/カラオケ/瞑想/YOUTUBE/可愛いキレ
イな物を見ること/アート

なにげない日常をお手紙に書けたらなと思っています。
文章を書くことが苦手なので、拙いものになってしまう
かもしれませんが、お付き合いいただけたら嬉しいです。

3匹の犬に振り回されながら在宅ワークをしてる主婦です。趣味は
地味ですが大人しいタイプではありません^^ 沢山の人と文通をす
るより人とじっくり向き合いたいタイプなので便箋3枚以上になるこ
ともあります。 せっかく繋がったご縁と時間を大切にしたいです。
お互い何か得られるような文通になると良いですね。まずは一通
のお手紙から…よろしくお願いします^^

女性
30代

まなみさん
お江戸通り 1208番地

2022年4月15日まで

女性
40代

映画、お菓子作り、お菓子、工作、アニメ、公園
巡り
はじめまして。2歳の娘を育てている30代の主婦です。イヤイヤ期
真っ只中で怒ってばかりの日々です。家族が寝静まった夜にふと誰
かと手紙のやりとりがしたくなり始めました。幅広い年齢の方と子
育てだけでなく、色んな趣味の世界を広げていきたいと思っていま
す。よろしくお願いします。

女性
20代

みさみささん
うつくしま通り 120番地

2022年4月15日まで

2022年7月15日まで

好きなカップで美味しいお茶やワインを、レコードを聴きながら
猫3匹と過ごすひとときが至極の時間です。人が大好きなものにつ
いて生き生きと話すのを見るのが好きで、新しい見方や世界を広
げてもらえる気がします。年代も趣味も同じも違うも大歓迎です。
ご縁がありますように。

女性
50代

サミーさん
相模ハマっ子通り 600番地

2022年4月15日まで

漫画、読書、映画/ドラマ鑑賞

社会人になってから家と会社の往復でトキメキがない毎日を送って
いると感じていました。こんな時代だからこそ、手紙を通してたく
さんの人と出会い、ワクワクする人生にしたいと思っています。 趣
味はドラマ鑑賞と音楽鑑賞で、韓国ドラマとK-popが大好きです。
よろしければ、皆さんのおすすめの趣味も教えてください。

ケトル置きさん
平城京通り 83番地

お江戸通り 1209番地

紅茶、珈琲、日本茶、ワイン、読書、音楽(クラシッ
ク、JAZZ)・絵画鑑賞、北欧織物、１人旅

ドラマ鑑賞、音楽鑑賞

男性
20代

ラガマフィン さん

2022年4月15日まで

読書
LineなどのSNSでのやり取りよりも、手紙のほうが好きです。手
書きの文字から相手のことを想像したり、何回も推敲して書くのに
時間がかかるのとか、送ってもすぐには返事が帰ってこないあの感
じがワクワクします！ 周りに同じようなタイプの人がいなそうなの
で、こちらに登録してみました。老若男女問わず、皆さんとやり取
りできるのを楽しみにしています。

家の片づけをして、以前に買ったたくさんのレターセット
を見つけ、何気なく文通に関してネットで調べてたどり
着きました。手紙のやり取りを通して、人と繋がってみ
たいなと思っています。

女性
40代

つむぎさん
もみじ饅頭通り 77番地

2022年4月15日まで

手芸、落書き、音楽、カラフルな雑貨、ランチ&カ
フェ巡り、紙モノ、マステ、刺繍
初めまして。お手紙がポストに届いていると嬉しいな。と思い文通
村に登録しました。やってみたいこと、好きなことが大渋滞してい
ます。レターセットや紙モノ素材を集めるのが好きです。刺繍にハ
マってしまって、自分で下絵を書いてチクチク縫ってます。お手紙
お待ちしています。よろしくおねがいします

4

第289号
女性
50代

2022年1月15日

たかこさん
土佐の国通り 43番地

2022年4月15日まで

女性
20代

あぽろさん
茶畑通り 219番地

2022年4月15日まで

YouTube、園芸、カフェ巡り、温泉巡り、クリスチャン、読書
(聖書 健康 )

漫画、ｱﾆﾒ、ﾂｲｽﾃ、乙女ｹﾞｰﾑ、猫ｶﾌｪ、紙ﾓﾉ集め、ﾀﾞｲｴｯﾄ、
料理、ｶﾒﾗ

初めまして、保育士のパートを しています。色々な 地域の人と 情
報交換が したいと思い 文通に 挑戦しました。毎日の 生活の中で
の 気になる事 気が付いた事 などが やり取り出来たら 嬉しいです。
のんびり やって行きたいと 思いますので 宜しくお願いします。

はじめまして。文字と文章が拙いのがｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽですが、それ以上
に誰かへ手紙を書くのが好きなので入村しました。猫ちゃんと二次
元が大好きです。猫と戯れる為に猫ｶﾌｪに行ったりいつ猫ちゃんと
出会ってもいいようにﾁｭｰﾙ持ち歩いています。漫画は少年系も少
女系も大好きです。好きが多すぎて書ききれないので詳しくは手
紙で語れたらと思います。よろしくお願いします。

女性
20代

春さん
琵琶湖通り 76番地
漫画

2022年7月15日まで

映画鑑賞

ぱろさん
お江戸通り 1210番地

2022年4月15日まで

はじめまして。 大学を卒業してから普通のOLでしたが、伝統工芸
品に魅せられて今では仕事にしています。絵を描いたり、ペットと
のんびりするのが大好きです。一人旅も好きで、国内海外へふらっ
と出かけたりもします。すごくのんびり屋で、人見知り、また海外
生活だったこともありお友達が少ないのでお友達になれたら嬉しい
です。 よろしくおねがいします!

冬子さん
日向の国通り 45番地

女性
30代

2022年7月15日まで

こんにちは！ポストカードで文通してくださる方を探して
います。年齢・性別問いません。日々の出来事や思った
事など軽やかにやり取りできたらいいなと思います。こ
ちら独身で事務系の仕事をしています。

瑠依さん
なにわ通り 557番地

2022年4月15日まで

2022年4月15日まで

手帳、文房具、PS4、switchのゲームや女性向け
スマホゲーム、Vtuber
初めまして、瑠依(るい)と申します。 最近万年筆をプレゼントして
いただき手帳や日記だけでなくもっとたくさん活用したい！と思い
文通なら人との交流にもなるし素敵だなと感じたため加入しました。
産後ダイエットの進捗やらゲームのお話(最近はFF14、あんスタ)、
気になる文房具のお話など出来たら嬉しいです。

かかりさん
さがん通り 36番地
読書
旅行

音楽・美術・映画鑑賞
温泉めぐり

2022年4月15日まで

料理

文房具集め

はじめまして。職場と家との往復という味気ない毎日に
疲れ、手紙を通してのやり取りがしてみたいと思いまし
た。沢山の方々と、色んなお手紙で繋がりたいです。
年齢性別は問いません。よろしくお願いいたします。

女性
50代

ピアノ、ガーデニング、読書、文通用品集め

女性
20代

うつくしま通り 121番地

はじめまして。田舎の山にて生存しております。仕事をしたり、休
みの日は友人と飲んで歌って踊ってもいます。が、静かな読書時
間も好きです。最近は田辺聖子の孤独な夜のココア、内館牧子の
すぐ死ぬんだからを楽しく読みました。自由なやりとりを楽しみた
いです。

絵画、手芸、カフェ巡り、一人旅、登山

女性
40代

梅さん
庭いじり 草むしり 読書 お酒

最近、読書にハマっています。映画も好みますが趣味が
偏りがちなのでここを通じて色々な映画を知りたいと思
い手紙を出すことにしました。拙い字ではありますがよ
ろしくお願いします。

女性
50代

女性
60代

かず姫さん
六甲通り 368番地
一眼レフカメラ

文具を集める

2022年4月15日まで

ドライブ

はじめまして。私の趣味は一眼レフカメラで風景や飛行機撮影、
ローカル線と風景などを撮影する事です。 仕事は、ケアマネジャー
と介護福祉士をしています。 猫アレルギーがあるのに実家の猫に
夢中です。 字は上手ではないですが、手紙を書く事は昔から好き
でした。文通をしていた頃が懐かしいです。 興味を持っていただ
けましたらよろしくお願いします

女性
40代

うさこさん
相模ハマっ子通り 602番地

2022年4月15日まで

読書、テレビドラマ、田中圭、お笑い、ひとり時
間
専業主婦です。障害児と健常児を育てています。毎日ヘトヘトで
すが、少しずつの読書と好きな俳優さんの作品を見ることをささや
かな楽しみに生きています。不器用で気の利いたことは書けない
と思いますが文通を楽しんでみたいなと思っています。
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女性
30代

2022年1月15日

みずさん
お江戸通り 1212番地

2022年7月15日まで

女性
50代

音楽・映画鑑賞、絵本、ものづくり、漫画、雑貨屋
巡り、文房具、散歩
はじめまして。字をかくことが好きなので登録しました。
音楽を聞きながら絵を描いたり、手芸や工作をしたりす
るのが好きです。文通初心者ですが色んなことをまった
りお話できたら嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
30代

Ｃｈｉｃｏさん
彩の国通り 544番地

2022年4月15日まで

女性
20代

藍さん
相模ハマっ子通り 603番地

2022年4月15日まで

女性
20代

間際さん
桜島通り 73番地

2022年4月15日まで

2022年7月15日まで

↑全ての趣味が「ゆるく」。各地の色んな世代の方とのんびり楽し
く文通したいです。『のんのんびより』の世界が好き。同じ趣味だ
と嬉しいし、何の共通点もない方に私の知らない物事を熱く語って
頂くのもまた楽しみ！来る手紙拒まず、去る者追わず。文通お断
りの返信は不要。お返事がない方へ追い手紙は送らないのでご安
心を。年不相応な筆跡ですが、寛大な心でゆるくよろしくお願いし
ます

男性
20代

いつきさん
なにわ通り 558番地

2022年4月15日まで

ドライブ カラオケ 友人と駄べり
はじめまして セクマイでメンタルで日々のんびり過ごしてます 軽
度の知的障害を持っていて字を書くのが苦手ですが文通に憧れが
あります いろんな人とお話がしたい いろんなお話を聞きたい そん
な気分で登録してみました ぜひ文通しましょう!!!

女性
20代

カフェ巡り、ドラマ•映画鑑賞、写真、美容研究、
人間観察
藍です！社会人をしています。字を書くことが好きで(綺
麗ではありません。)、字で人と巡り会えたら素敵だなと
思ってはじめてみました。よろしくお願いします！

六甲通り 369番地

ゆるくアニメ・漫画・紅茶・マステ・Mac・ロマンス諸語(葡羅)・
古典ギリシャ語、元ヅカオタ

鬼滅の刃鑑賞、読書、散歩、料理、他探し中
身体障害者です。鬼滅の刃では嘴平伊之助と伊黒小芭内が好きで
す。本は幅広いジャンルを読みますが頭は良くありません。散歩は
商店街に行くのが一番好きです。料理はピリ辛がマイブームです。
色々な事を教えてください。宜しくお願い致します。

にぁさん

ぽんすけさん
相模ハマっ子通り 604番地

2022年4月15日まで

旅行、散歩、カメラ、読書、音楽
20代半ばのOLです。集めたレターセットを誰かに届け
たいと思い始めました。お話したり文章を書いたりする
ことが大好きです。転勤族＋国内旅行が好きで37都道
府県制覇！毎日小さな幸せを見つけて過ごしてます。

女性
30代

ももさん
日向の国通り 46番地

2022年7月15日まで

漫画、映画鑑賞、イラスト、陶芸、ミュージカル、服屋巡り、
ゲーム実況(ナポリの男たち)

北欧、台湾、絵、雑貨、文房具、YouTube等動画
視聴

社会人1年目で、余裕のない日々を送りがちなので、自分と向き
合う時間を作るためにも文通を始めることにしました！マメな方で
はないので、のんびり続けられたらいいなあと思っています。私は
漫画(特にジョジョや進撃など)や美術っぽいものが好きで、推しに
人生を支えられています(笑)いろいろな方と好きなものや日常を気
ままに共有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。ももと申します。内気な性格で上手く自分の思いを
伝えるのが苦手ですが、手紙を通して自分の思いを素直に伝えら
れたら楽しいだろうなと思い始めました。今趣味を探し中です。趣
味の話やそれ以外にも色々な方とお話したいです。

女性
30代

くくるさん
お江戸通り 1213番地

2022年7月15日まで

読書、映画鑑賞、ボードゲーム、テニス、劇団四
季、ライブ鑑賞、旅行
字を書くことが好きで、お手紙や寄せ書きなどを書く時がとても楽
しかったのですが、そういった機会が減ってしまったため、こちら
でまた書く喜びを得て、楽しくやり取りできればと思っております。
文通を通して世界が広がるのも楽しみです♪ どうぞよろしくお願い
致します。

女性
40代

はるさん
琵琶湖通り 2番地

2022年7月15日まで

ミシン、読書、文具収集
子育てが少し落ち着いてきて、自分の時間が少しだけ出
来たので、昔熱中していた文通をまたしてみたいと思い
ました。年齢性別問わず、宜しくお願いしますm(_ _)m
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男性
40代

2022年1月15日

まささん
杜の都通り 178番地

2022年4月15日まで

女性
20代

音楽鑑賞、車、バイク、お酒、料理、子育て
文通は初めてで、ワクワクドキドキです。 毎日の暮らし
の中で、手書きの暖かさと、待つ楽しみを見つけたく初
めてみました。日常の何気ないことや、趣味のことなど、
ゆるくお付き合いいただければと思います。

女性
40代

さくらいさん
相模ハマっ子通り 605番地

2022年4月15日まで

大学2回生です。 LINEやSNSで会話が手軽にできる中
で、手紙を用いて対話をできるような相手を求めてこの
サイトを始めました。 自分も相手もワクワクするような
お話がしたいです．

女性
10代

Rosemarieさん
2022年4月15日まで

♡好き♡プリンxアイス等甘いもの誕プレ紙モノレタセお裾分け交
換黒紫ピンク水色青赤等花マリン系Disneyプリンセスマイメロセー
ラームーンゴスロリ甘ロリ姫系クラシックガーリーゆるふわかわい
いカフェ少女イラスト猫動物アイドルAAAハロプロkpopBTSTWICE
等⚠️私にお手紙かく際はチラシ裏ルーズリーフ以外で。文通交流
楽しみましょう♪宜しくお願いします！

たかさん
なにわ通り 561番地

男性
40代

2022年4月15日まで

はじめまして。ツバキ文具店の本を読んで、こんな素敵なお手紙
を出せることに憧れて、文通をはじめてみたいと思いました。ゆっ
くりなペースかもしれませんが、いろんなお話が出来たらと思いま
す。ふつうではめぐり会えない方と手紙のやり取りができれば人
生が豊かになるかなと思っています。

みやびさん
彩の国通り 546番地

お江戸通り 1216番地

2022年7月15日まで

2022年7月15日まで

海外・国内旅行、映画鑑賞、西洋芸術、運動、ラ
ンニング、アニメ、油絵、ファッション
色んな考えに触れて、世界を広げてみたいと思い登録してみまし
た。 名前も顔も知らない方との手紙のやりとりは、現実だけど、
非現実のようで、なんだかとってもワクワクします。 ヴィンテージ
など時が経っても語り継がれる思いやモノに深い魅力を感じていま
す。 日常のこと、趣味のこと、どんなことでもお話しできたら嬉し
いです。

さとちゃんさん
伊勢通り 101番地
短歌

野球観戦

競馬

2023年1月15日まで

ドライブ

普段は高校教員をしています。中学から高校にかけて、野球雑誌
の文通コーナーで数人の方とひいきチームを話題に文通をしていた
ことを思い出しました。文通村ではさまざまな地域の方と、いろい
ろな話題で話せたらと考えています。よろしくお願いします。

女性
30代

まいたんさん
上州三山通り 108番地

2022年4月15日まで

おしゃれ、和服、ロリータ、雪男、サンリオ、ディ
ズニー、お手紙、手帳

読書、美術館めぐり、神社.仏閣めぐり、園芸、温泉、自然
観察、カフェめぐり、宝塚歌劇鑑賞

女性
20代

ナコさん

お試し利用です。知的障害持ちで文章が拙いかもしれません。ご
理解ください。下記趣味の事です。 好きな音楽 女性アイドル バン
ドなど。好きな小説 和菓子のアン おしまいのデート カメラでは主
に愛犬を撮影している。 (趣味が合う人、合わない人問わずお手紙
ください。お待ちしてます)

DIYハンドメイド趣味は文通お菓子作り料理グルメ
旅行カラオケなど。多趣味です！

女性
40代

2022年4月15日まで

音楽鑑賞 読書 カメラ 文章を書くこと

今まで文通をした事はないので少し不安もありますが、
遠くにお住まいの方と文通したいと思っています。 月に
一度くらいの頻度でお手紙のやり取りが出来ると嬉しい
です。 どうぞよろしくお願いします。

うつくしま通り 122番地

なにわ通り 559番地

ベース/麻雀/絵を描く事/音楽を聴く事/話す事/読
書/映画、アニメ鑑賞/お化粧

漫画、映画、カフェ巡り

女性
20代

やまさん

スーパーでお仕事してます。息抜きにお手紙で交流してみたいと
思い入会しました！ジャニーズではSnowManが好きです。同じ趣
味の方、もしくは興味を持ってくださった方はぜひ仲良くしましょう。
よろしくお願いします！

女性
30代

すずらんさん
茶畑通り 220番地

2022年7月15日まで

文房具、ゲーム（ゼルダの伝説、ポケモン）、ハンドメイ
ド 、音楽鑑賞、聖飢魔II、切り絵
初めての文通ですので、不慣れな点はあるかと思いますがご理解
よろしくお願いします。 文房具やハンドメイドなどちまちました物
が好きな二児の母です(^-^) 書く（描く）こと大好きで、ペンとか
ついあるのに集めてしまいます（笑）
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男性
30代

2022年1月15日

ビートさん
どさんこ通り 363番地

2022年4月15日まで

女性
40代

カラオケ、音楽

ぱんださん
相模ハマっ子通り 606番地

2022年7月15日まで

初めまして。長くのんびり続けられるものを探して文通村への入村
を決めました。文通初心者です。ワクワク、ドキドキしています。
日常のこと、それ以外のこと、たくさんの世界に触れられると嬉し
いです。よろしくお願いします。

えびふらい575さん
お江戸通り 1217番地

女性
20代

2022年7月15日まで

初めまして。 えびふらい575って言います✩ 普段から字を書いたり
するのが好きで、手紙を書くのも好きなのですが中々書く相手が
居なくこちらの文通村を知り入会させて頂きました！ 年明けという
事もあって色々な方とやり取りが出来たら嬉しいです♪そして何よ
り楽しみです！ よろしくお願い致します。

まめさん
お江戸通り 1218番地

2022年7月15日まで

男性
40代

快晴さん
杜の都通り 179番地

2022年7月15日まで

料理、自転車(初心者)、釣り、株式優待探し、半
沢直樹、ゴルフ
はじめまして！！何十年か前文通をしていた事を思いだしました。
お返事を待つドキドキは本当に楽しいものですね。なかなか毎日
仕事や生活で精一杯ですがこの文通を通じて生活に彩りをと思い
ます。皆さんみたいなかわいい便箋やレターセットは使えませがお
返事書かせて頂きます。よろしくお願いいたします☆

桜島通り 74番地
お菓子作り 料理

2022年4月15日まで

山登り

旅行

刺繍

はじめまして、もんです。 「何気ない毎日に心落ち着く
何か素敵なことを」と思いはじめました。 田舎でお野菜
を育てながらのんびりゆっくり過ごしています。 ぜひ、
文通よろしくお願いします。楽しみだ～。

女性
30代

ハルさん
信濃通り 139番地

2022年4月15日まで

料理、音楽(嵐、aiko、JUMP)、スノーボード
はじめまして。一児の新米ママです。食べること、料理すること、
今は行けませんがライブに行くことが大好きです。育休中&コロナ
禍でなかなか人と交流する機会がないため、文通村に入会してみ
ました。楽しくやりとりができたら嬉しいです。

女性
40代

旅行、登山（初心者）、テレビ鑑賞、食べること、
万年ダイエッター、万年文字が芸術的
こんにちは！文通は初めてですが、丁寧に文字を認めるっ
て素敵だなぁと思い、始めてみることにしました。遠方
の方や、年代の違う方含め普段と違うコミュニティを築
けたら嬉しいです！よろしくお願いします！

もんさん
お散歩

◎カラオケ◎読書◎動画鑑賞◎音楽鑑賞◎ゲーム
…多趣味です！✩

女性
40代

2022年4月15日まで

13歳と17歳の子どもを持つ主婦です。 数カ月前にパートをはじめ
たところ、自分の世界がぐんと広がりました。 さらに新しい世界を
広げたいと思い、文通村に登録しました。 ゆったり文通できるお
友達と出会えればいいなと思っています。 よろしくお願いいたしま
す。

漫画、読書、映画鑑賞、旅行、文具集め、絵画鑑
賞

女性
30代

紀州通り 38番地
読書、ウォーキング、キャンプ

札幌に住んでいます。カラオケが好きです。よろしくお
願いします^_^！

女性
40代

スカーレットさん

サリーさん
しゃちほこ通り 416番地

2022年4月15日まで

文通、料理、ゲーム、イラストを描く事
自分でレターセットやカードを作るのが趣味です。もっと
色んな人と文通してみたいと思い、文通村に参加してみ
ました。宜しくお願いします

女性
40代

つえ子さん
彩の国通り 547番地

2022年7月15日まで

旅、マスキングテープ・文具等、ヨガ、キティ、Disney、時
代劇、ハンドメイド、寺社仏閣巡
昔からコレクション気質なため、ハマった物はとことん掘り下げて
しまうタイプ。 マステ、メモ帳や付箋、シール、レターセットは大
好物。 最近はミッフィーの素朴な可愛さに癒され中。 ビーズは主
にキットを作ってます。編み物は棒針、かぎ針。オヤやりたくて教
室探し中。ミシンは苦手。 よろしくお願いします！
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女性
20代

2022年1月15日

いせさん
しゃちほこ通り 417番地

2022年4月15日まで

女性
50代

女性
20代

るんさん
お江戸通り 1219番地

2022年4月15日まで

女性
20代

いちほさん
彩の国通り 548番地

2022年7月15日まで

女性
40代

女性
30代

咲間梨枝さん
ピーナッツ通り 508番地

2022年4月15日まで

女性
30代

ゆかさん
加賀の国通り 71番地

2022年4月15日まで

読書、スポーツ観戦、手帳を書く、ショッピング、
美術館・博物館・水族館巡り
仕事に追われる日々のなかに、何かほっと心の和むもの
が欲しくて、始めてみました。ゆったりと、一緒に和ん
でくれる方がいたらうれしいです。

どさんこ通り 364番地

2022年4月15日まで

はじめまして、あおと申します。 職場と自宅の往復・不
規則勤務のため、時々現実逃避をしたくなることがあり
ます。文通を通じて世界が広がったらいいなと思います。
よろしくお願いします。

女性
20代

はるさん
どんたく通り 288番地

2022年7月15日まで

読書、パズル雑誌、Netflix、プロレス観戦、アイドル（男
女問わず）、お笑い、筋トレ
はじめまして。昨年結婚と転居をし、知らない土地で友達がいな
い主婦です。実家から連れてきたシマリスの飼い主でもあります。
活版印刷のレターセットや万年筆、切手が好きなのに送る相手が
おらず、寂しく思っていました。日常の些細なこと、お手紙で話し
ませんか？多趣味なのでいろんな話ができると思いますし聞かせ
てほしいです！どうぞよろしくお願いします。

女性
40代

えりゆりさん
なにわ通り 562番地

2022年7月15日まで

文通、ランニング(初心者)、料理、旅行、懸賞、
ナンプレ、可愛いもの集め

動物園で猿山観察、寒い日に球根の芽を見つける、嵐の日
に映画鑑賞、焚き火でマシュマロを焼く

ふと文通がしたくなり、早速こちらへ入会させていただ
きました。いくつになっても思春期があるのでしょうか。
今年は肩の力を抜いて、始める年にしたいと思っていま
す。 よろしくお願いいたします。

あおさん
読書・写真（初心者）・マスキングテープ

ハロプロ・映画鑑賞(アマプラ会員)・YouTube・食
べること・お笑い・読書
はじめまして！何か新しいことを始めたくて入会してみました。最
近は文房具や美術鑑賞も興味があって、休日はあつ森をやること
が多いです。趣味や日常の些細なことなど、ゆるくお話ししたいで
す。拙い字だとは思いますが、やりとりしていただけると嬉しいで
す。よろしくお願いします。

2022年7月15日まで

年賀状や手紙が大好きです。メールやLINEでは全く温
かみを感じなくて、悲しくなります。何気ない事とか手
紙で話したいです。猫が好きです。仕事は医療福祉関
係です。

喫茶店・カフェ巡り、読書、美術館巡り、寺社巡り、カメラ、
トレッキング、犬、海外ドラマ
はじめまして、るんと申します。 SNSではない、新しい交流の仕
方を見つけたく登録をしてみました。顔も名前も分からない方と、
言葉の交換ができるのが楽しみです！好きなこと、楽しかった出
来事、些細な日常の話など、ぜひ教えてください。当方、公私共
に認めるマイペースなので、のんびり繋がっていけたら嬉しいです。

古都みやび通り 207番地

読書、アロマセラピー、サッカー、茶道、自然保
護ボランティア活動、御朱印集め、旅行

美術館、博物館、寺社巡り、一人旅、能、水族館、動物園、
絵画、ピアノ、カメラ、メイク、文具
5年ほどシステムエンジニア兼プログラマーをしていましたが、激
務のため体調を崩して退職、現在はゆっくり休憩中です。 理系職
ですが根っからの文系で文章の読み書きが好きです。大学では日
本史専攻でした。 一方で西洋絵画も好きで、最近はキリスト教絵
画の勉強をしています。かなりの多趣味です。 この機会に色々な
方とお話してみたいです。よろしくお願いします。

もりもりさん

文通に興味があり、色んな方とお話がしてみたいなーと思っていた
ところ『文通村』を知って登録してみました。 色んなお話、せび聞
かせて下さい。 素敵なお友達がほしいです。 ペースは気にしませ
ん。女性の方のみ希望です。お気軽にお手紙下さいね

女性
30代

あらはちさん
越後通り 126番地

2022年4月15日まで

読書、音楽、アニメ
子どもの頃、転校した友達や転勤した先生とよく手紙の
やりとりをしていた事を思いだし、誰かに手紙が書きた
くなりました。気楽に楽しみたいと思います。
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女性
20代

2022年1月15日

かなさん
伊勢通り 102番地

2022年4月15日まで

女性
30代

ドラマ鑑賞(Hulu、Netflix)、読書、ハロプロ、陸
上競技(短距離)、旅行
社会人３年目で仕事にも慣れ、何か新しいことをしてみたいと思い、
始めました。仕事の話、家族の話、日々の出来事、趣味など、皆
さんから様々なお話を聞けるのがとても楽しみです。年代を問わ
ず、穏やかなやり取りが出来る方と長く緩やかにつながれたら....
拙い字ではありますが、ぜひよろしくお願いします！

女性
50代

ほみさん
桜島通り 75番地

2022年4月15日まで

女性
50代

ゆめさん
お江戸通り 1220番地

2022年4月15日まで

女性
20代

こまさん
信濃通り 140番地

2022年4月15日まで

男性
60代

阿波の国通り 39番地

2022年4月15日まで

はじめまして。還暦おやじと申します。バツイチ独身です。現在
高齢の両親の介護をしながら主夫業に励んでいます。息抜きの為、
写真やブログを楽しんでいます。最近のＳＮＳの普及で文字を書
くという習慣がなくなりとても残念で、あえて不便であった頃を思
い出し文通をしたくなりました。文通村初心者ですがよろしくお願
いいたします。

女性
20代

三木さん
どんたく通り 290番地

2022年7月15日まで

文房具、ツーリング、音楽（サカナクション）、美容、動物、
ゲーム、芸術etc多趣味です
忙しい日々の中で、文字を通じてゆっくりお話ができたらと思い登
録しました。手紙を開けるときのどきどき感、字を書くことが好き
です（綺麗ではないです）。仕事の繁忙期が多いので、ゆっくり
ペースでも大丈夫な方、ぜひお話ししてください。レターセット以
外にもポストカード、ミニレターなどコレクションがあるので使用
します。NGがある方はお手紙で教えてくださいね。

女性
20代

しゃけさん
ピーナッツ通り 509番地

2022年4月15日まで

映画鑑賞、インク集め、ゲーム(ポケモンFGOじゃ
んたま等)、ハムスター、日本酒

はじめまして！こまと申します。いろんな方と文章でのやり取りを
してみたいと思い、文通村を始めました。日常の些細なことなどを
お話しできたらいいなと思います。至らぬ点もあるかと思いますが、
よろしくお願いいたします。

しろねこさん
お江戸通り 1222番地

還暦おやじさん
写真、ブログ、スポーツ観戦、動物、文通、旅行

読書、お絵描き、TRPG

女性
40代

2022年7月15日まで

はじめまして。専業主婦で暇な時間が多く、いろんな人
と交流をしたいと思い村民となりました。文通は未経験
なので拙い文ですかよろしくお願いします。皆さんの些
細な日常や出来事を聞かせてください。

読書、神社仏閣巡り、散歩、旅行、温泉
初めまして。若い頃に文通をしていた楽しさを思い出し、
こちらに入村しました。 日々の事や趣味等、何でも構い
ません。 ゆっくりと、語っていけたら嬉しいです。

さるぼぼ通り 106番地
ピアノ、ゲーム、刺繍

ドラマ鑑賞(日本▪韓国)、読書、お笑い、音
楽(THE ALFEE)、文房具収集
初めまして。色々な事に挑戦したいなと思いつつもなかなか行動
に移せない性格を今年こそ打破しよう！と、インスタで偶然知った
文通村に入会しました。偶然が運ぶご縁で世界を広げていきたい
です。よろしくお願いいたします。

まゆ子さん

2022年4月15日まで

読書、ドライブ、日帰り温泉巡り、道の駅巡り、
散歩、猫
こんにちは はじめまして♬ 猫や犬、動物が好きです。 自分の時
間にリラックスしてやり取り出来るゆるさに惹かれて登録しました。
読書の話や好きなもののことなどゆるりとやりとりが出来たら嬉し
いです。よろしくお願いします。

あまりにも字が下手なので、最近ペン字講座を始めました。文字
を書く機会を増やすために文通をしていただけると嬉しいです。映
画はアクション系の洋画が好きです。最近はキングスマンをみまし
た。ハムスターを飼っています。

女性
20代

ゆらさん
お江戸通り 1223番地

2022年4月15日まで

観劇（東宝・宝塚）、デザイン、イラスト、TRPG、犬、裁縫
（あみもの、刺し子など）
誰かを思って文字を書いたりデザインをしたりするのが好きで登録
しました。 休日は犬と戯れるか観劇・TRPGなどしています。花が
好きで華道師範（持っているだけ）。花言葉と一緒に草花を楽し
んでいます。 何てことない日常から、最近見た舞台の話、好きな
シナリオなど様々なお話ができたらうれしいです。
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女性
30代

2022年1月15日

月雫さん
なにわ通り 563番地

2022年4月15日まで

女性
30代

映画•ドラマ鑑賞、スポーツ観戦、お酒、
好きなもの：猫・犬(猫と熱帯魚飼っています)、映画・ドラマ鑑
賞(プライムビデオ、Hulu)、お酒、野球(オリックス)、サッカー、
お花、すみっコぐらし、食べること 知らない世界の話もたくさん聞
いてみたいです♪ 今年は色んな事に挑戦したいと思っています。皆
様はどんな一年にしたいですか？？ どうぞよろしくお願いします♪

女性
20代

がうさん
うつくしま通り 123番地

2022年4月15日まで

女性
20代

みのりさん
越後通り 127番地

2022年7月15日まで

女性
20代

りんさん
相模ハマっ子通り 607番地

2022年4月15日まで

2022年7月15日まで

文通村に興味があり登録しました。 旦那とは年の差婚､介護士をし
ながら1歳児を育てています。旦那の親と同居。 子どもの影響も
あり今はアンパンマンにハマっております（笑） 他愛もない話か
ら､愚痴や面白い話等など幅広い年齢性別の方とお話できたら楽し
く思います。 可愛いメモ集めが好きなのでそれにもお返事描きま
すm(_ _)m よろしくお願いします。

女性
30代

えのころさん
加賀の国通り 72番地

2022年4月15日まで

絵を描くこと、消しゴムはんこ作成、簡単な料理、ドライブ、
自然観察、珈琲、パン屋めぐり
手ぬぐい・紙雑貨・文房具が好きで、つい書店や雑貨屋をぶらぶら
してしまいます。仕事の昼休みを充実させるべく、自作弁当に力を
入れ始めた会社員です。 趣味のことや日常のこと他なんでも、手
紙でお話しできたら嬉しいです。

女性
20代

YouTube鑑賞、読書、猫、小説を書く事、音楽、
ゲーム
猫好き、読書や音楽やゲーム好き、小説や漫画を書く事
が好き、YouTube鑑賞が好きな人と話せたら良いなと思
うのでよろしくお願いします。

きびだんご通り 118番地

文通､アンパンマン･キャラクター･動物好き､ドラマ鑑賞､メモ･
雑貨等集め､工作､落書き

映画鑑賞(Netflixとアマプラ)、読書(漫画含む)、レ
ターセットを集めること
初めまして、がうです。仕事は栄養関係をさせていただ
いています。映像作品や本、漫画などが好きです。ジャ
ンルは特に決めず色々なものを見ています。あなたの好
きな作品をぜひ知りたいです。

まぁちゃんさん

ibuki5562さん
琵琶湖通り 78番地

2022年7月15日まで

映画、写真、読書、絵本、対話、ハイキング、花、
ハーブ、旅
手紙を通して、日頃感じていることや出来事に目をとめて思いを寄
せること。 そして、そんな時間を誰かと共有できたら素敵だろう
なと思い文通村を始めました。 好きなこと、趣味のこと、日常の
ことなどなど気軽にお手紙いただけると嬉しいです。 もちろん長
期的なやりとりも嬉しいですが、 水曜日郵便局のような手紙交換
もワクワクします♪

女性
30代

えぬこさん
上州三山通り 109番地

2022年4月15日まで

アニメ、旅行、観光、イラスト、カフェ、シール、
ゲーム、

自然、カフェ、食事、スイーツ、野鳥観察、観劇、美術館、
料理、散歩、読書、ファッション

はじめまして。気になったので、始めてみました。自由に色々な
事を話せるお友達募集です。できれば、シールすきだけど、海外
のシールなど集めてない方がうれしいです。デコるのが趣味で、
同じシール持ってると楽しさ減ってしまうのかなって思ってしまうの
で。

はじめまして。東京で数年働いていましたが、少し落ち着こうかな
と思い最近田舎に戻ってきました。 小鳥が好きで、実家でも飼っ
ています。 美味しかったものや、日常のできごとなど、リラックス
してお話ができればいいなと思っています。人との繋がりを大切に
したいです。 ぜひお話し相手になって頂けたら幸いです(^^)

女性
20代

ひろこさん
ピーナッツ通り 510番地

2022年4月15日まで

手芸、洋裁、読書、散歩、ヨガ、ラジオ、音楽(ゆず)、朝ド
ラ、料理、野球観戦(初心者)

はじめまして。時間に少しゆとりができたことをきっか
けに、文通村に入会しました。ゆっくり、気長に続けて
いきたいと思います。日常のちょっとした出来事や発見
をお話できると嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
40代

あんずさん
ピーナッツ通り 511番地
読書

ゲーム

2022年4月15日まで

手芸

はじめまして。 仕事の合間に文通ができたらいいなと思い、入村
しました。よく読む小説は、ミステリー小説が多いです。ゲームは、
牧場物語シリーズなど。手芸は、軽く編み物したり、クロスステッ
チやってみたり。 おすすめの本や日常のことなど、気軽にお話で
きたらと思います。よろしくお願いします。
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女性
30代

2022年1月15日

ゆせさん
お江戸通り 1224番地

2022年7月15日まで

女性
40代

ジョギング、ラジオ、読書、ゆるく過ごす
30代の会社員、未婚で一人暮らしです。 最近、時代があまりに早
く感じてしまい、学生時代に遠距離の友達と文通していたことを思
い出しました。 気が合う方がいれば、また手紙のやり取りを日常
に取り入れてみたいと感じています。

女性
30代

ゆいさん
越中通り 71番地

2022年7月15日まで

女性
30代

ななさん
お江戸通り 1225番地

2022年4月15日まで

女性
20代

羽瀬イブキさん
どんたく通り 291番地

2022年7月15日まで

女性
20代

常陸の国通り 175番地

2022年7月15日まで

はじめまして。さんと申します。文通をしてみたく、入村しました。
日常の中でのちょっとした楽しいことや嬉しいことなど、ポジティブ
な内容で手紙のやり取りができたらと思います。もちろん皆様の
趣味の話も聞いてみたいです！ 忙しさのために早いペースでお返
事できないかもしれませんが、のんびりでもいいよ！という方、
ぜひやり取りしませんか？

女性
30代

冬休みさん
越後通り 128番地

2022年7月15日まで

pixivで好きな小説を読むこと
同人活動が好きです。よろしくお願いいたします。

女性
30代

ころころころんさん
茶畑通り 221番地

2022年4月15日まで

植物(多肉、観葉、ベランダプチ菜園、切り花等)、ハムスター
お料理、海外ドラマ他にも色々

こんにちは。 数年前に何度か文通をやっていました。 お互いのペー
スでたくさんの方とやり取り出来たら嬉しいです。 好きな物は猫、
アクアリウム、音楽 カメラは一眼レフ所持。初心者同然で、最近
はなかなか撮りに行けてません。 よろしくお願いします！

まいさん
なにわ通り 564番地

さんさん
珈琲、音楽（ディズニーやジブリ、好きなバンドの
曲など）、漫画

音楽鑑賞、映画鑑賞、カメラ

女性
30代

2022年4月15日まで

自己紹介を見ていただいてありがとうございます。はじめまし
て。shiraiと申します。 趣味は洋裁、絵画作成、データベースを作
ることです。仕事はIT業の個人事業主をしています。障がい者で
す。 現在グループホームで暮らしています。新しい楽しみとして
文通村に登録しました。 老若男女問わずいろんな方のお話を聞き
たいです。 よろしくお願いいたします。

美容、ファッション、旅行、ディズニー、USJ、ハ
ロプロ、ポケモン
アラサーで4歳のこどもがいます。文字や絵を描くことが子供の頃
から好きだったので思い立って文通村に登録しました！年齢、性別
問わず色々な方とやりとりできたら嬉しいです。30代女子らしく美
容やファッションも興味ありますが、小学生の頃からずっとポケモ
ンとハロプロが好きで追っています笑

彩の国通り 549番地

洋裁、絵を描くこと、文章を書くこと、組紐作り、
データベースを作ること

料理、お花、ジャーナリング、読書、語学、絵を
描くこと
はじめまして！ カタログなどのデザインのお仕事をしている、小
学生男子のママです。 この1年、ぬか漬けと健康的な食生活にハ
マっています。 ゆっくりと自分と向き合う時間を持ちたいなと思い、
文通をはじめてみることにしました。 コラージュを始めたので、見
ていただけたら嬉しいです(^^) よろしくお願いいたします。

shiraiさん

2022年7月15日まで

旅行、漫画、お風呂で読書、映画、てくてくさん
ぽ、音楽、食べること
少し、わくわくすることを始めてみたいと思い登録してみました。
日本語の美しさが好きです。中学生のとき、当時好きやった人と
お互いの写真入りでやりとりしたことを思い出したりします。単身、
ちょっと人生飽き期に入ってしまい、、、誰かからの言葉でひとや
すみ出来たらなと思っております。よろしくお願いします。

はじめまして 文通を数十年ぶりにしたくなりお相手を探しておりま
す 子なしパート主婦です 自宅でジャンガリアンを2匹飼っています
趣味の欄に書いたこと以外にも興味のあることだらけです 日々の
ことなどお話しできればと思います

女性
50代

ぴのりん♪さん
とちおとめ通り 91番地

2022年7月15日まで

手紙を書く事、読書、音楽鑑賞、切手収集、文房
具類収集
学生の頃から文通が好きでしたが、結婚して日々の生活に追われ
暫く手紙離れしてましたが、子育ても一段落し時間に余裕が出来
た今、文通したくなりました。日々の何気ない出来事を昔からの友
達のような感覚で気軽に話せたらと思います。
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女性
20代

2022年1月15日

吉乃さん
さるぼぼ通り 44番地

2022年4月15日まで

読書、哲学、ゲーム（第五人格など）、心理学、
ギリシャ神話（最近知りました）
以前から文通をしたいと思っていたので始めてみました。ポジティ
ブなことも、ネガティブなことも、ちょっとした愚痴、すてきな景
色などを共通したりしたいです。もちろん趣味についてもお話で
きたらと思います。筆は遅い方なので、お返しは気長に待っていた
だけると助かります。

女性
60代

ぷりんさん
いよかん通り 29番地

2022年7月15日まで

韓流ドラマ、サスペンスドラマ、クロスワード
はじめまして。最近、自分の時間が持てるようになり10
代の頃にしていた文通が懐かしくなりました。あの頃の
様に気の合う方と、色々なお話ができたら嬉しいです。
どうぞよろしくお願いします。

