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第290号

2022年1月31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

こぶたちゃんズさん
なにわ通り 153番地

2023年1月31日まで

男性
50代

YouTube(音楽、ストレッチ、ダイエット)、韓国ド
ラマ、マンガ、乙女ゲーム
小５、小４、小１の３人のお母さんしています♪ 日常のこと、趣
味のこと、育児のこと愚痴や悩みや嬉しかったことなど色々話した
いです(*^^*) 文章が下手や字が上手じゃなくてもいいよって思って
くれる方、女性の方限定でよろしくお願い致しますm(_ _)m

女性
30代

青りんごさん
上州三山通り 39番地

2022年4月30日まで

女性
20代

すももさん
さがん通り 30番地

2022年4月30日まで

女性
40代

こぎくさん
六甲通り 370番地

2022年4月30日まで

ガーデニング、読書、手芸
のんびりと末永く手紙のやりとりを楽しみたいと思ってい
ます。

2022年4月30日まで

日本史が好きで、歴史上の人物をたずねて各地を訪れ
たり、当地の美味しいものを食べることにはまっていま
す。 船で世界旅行がしてみたいです。

女性
30代

はちれもんさん
どさんこ通り 244番地

2022年4月30日まで

アニメ、文通、スクラッチアート、レタセ&シール集め、ド
ラマ鑑賞、ライブ、ﾐｭｰｼﾞｶﾙ、
ゆめかわ、マイメロ、ピンク等可愛いものが大好きな32才です。
アニメやテレビ、野球が好きな方よければ文通いたしませんか？
他にも趣味があいそうって方は是非文通お願いします★ 初回お手
紙に好きな作品等書いていただけたらありがたいです★ 弱虫ペダ
ルやスラムダンク好きだと嬉しいです★

女性
30代

読書、紙モノ、筋トレ、恋愛系、心霊系、哲
学、UVERworld
色々な方と気軽に文通が出来る癒しの時間にしたいです！
深いお話、好きです（′-′ ） 再入村です!!

越後通り 75番地
読書、ドライブ

音楽、紙モノ、文房具集め、シール、100均一巡り、
ドライブ、ショッピング
2度目ですが、仲良くして下さいm(__)m文通大好きです
(>_<)！またいろんな方とお話してみたいです(^O^)

さんちゃんさん

えぬさん
きりたんぽ通り 52番地

2022年4月30日まで

美容、ファッション、ランニング、食べ物、寝るこ
と
字は綺麗には書けないけど手紙を書くのも読むのも大好きで、大
人になってからの文通に憧れてました。美容、ファッション、ラン
ニング、美味しいもの食べてのんびりするのが好きです。なかな
か上手くいかない婚活の話、将来の話、色んなお話をできたら嬉
しいです。よろしくお願いします。

女性
10代

いろはさん
お江戸通り 1226番地

2022年4月30日まで

読書 歌うこと 食べること 古本屋 ラジオ 言葉選び
キャンプ 手帳 旅行 植物
幼いころにしていた文通がまたしたいと思ったのがきっかけで文通
をはじめました。 同年代の方はもちろん、老若男女問わず色んな
方とお話したいです。 文通をすることでお互いを支え合えるよう
な素敵な時間を過ごしたいと思っています。よろしくお願いします！
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女性
40代

2022年1月31日

睦美さん
お江戸通り 1227番地

2022年7月31日まで

女性
30代

読書、自然鑑賞、外国語学習、朝、コーヒー・紅
茶・お酒
40代前半、幼稚園児の育児と仕事に奮闘する毎日です。ミステリー
と絵本を読むのが息抜きで、最近は、体と心に良い習慣を身に付
けようと試行錯誤しています。楽しく、ほのぼのとした文通ができ
れば嬉しいです。一筆箋でのやり取りも大歓迎です。よろしくお
願いします。

女性
20代

紫苑舟さん
どさんこ通り 365番地

2022年4月30日まで

女性
50代

らんろんさん
杜の都通り 180番地

2022年4月30日まで

女性
30代

さほさん
2022年4月30日まで

こんにちは。SNSで繋がれる時代になってきた中で敢えて文通した
いと思います。 好きな本：アメリカ文学や古代/中世の哲学、日本
だと村上春樹好きです。 好きな音楽：the Velvet Underground、
ポストパンクからオルタナ、邦楽だとsyrup16g、ART-SCHOOL 本
や音楽や映画の話から日常や悩みなど共有したいです。よろしく
お願いします。

まきさん
しゃちほこ通り 419番地

平城京通り 84番地

2022年7月31日まで

紙もの,ｲﾗｽﾄ,風景写真,漫画,WACK,ｷｬﾝﾌﾟ,旅行,youtube,ｶﾗｵｹ

時々拙いコラージュレターを使います♪ 子育ての合間のお手紙タイ
ムが癒し。ロンレタ、紙もの、風景の写真を眺めるのが好き。多
趣味です。 デジタルイラスト練習中なので、そのあたりのお話で
きる方も大歓迎(^^) ＮＧは初回に教えてください。あまり神経質
にならずやり取りをしたいですが、手紙や封筒を晒すのはＮＧと
させて下さい。

女性
30代

ゆべしさん
ピーナッツ通り 512番地

2022年4月30日まで

始めまして。昔少しやっていた文通をまたやりたくて入村しました。
めいめい自由に近況や好きな話を書いて、相手の手紙で気になる
話題があったらちょっと反応したりしなかったり……みたいな、ラ
フでゆるいスタンスの文通が出来たら良いなと思っています。
色々な人の色々な趣味に興味があります。文章を読むのが好きで
す。字は上手くないです。気楽によろしくお願いします。

女性
20代

読書(小説/哲学)、音楽/映画鑑賞、カフェ巡り

女性
40代

みりちゃんさん

読書（小説・漫画） 音楽を聴く（ロック・インス
ト系他） 文章・絵をかく

夫と猫の２人と１匹暮らしです。文房具が好きで、休みの日には、
文房具店巡りをしています。集めた紙で封筒を作るのがマイブー
ムです。子供の頃からの本好きで、週に１冊のペースで読んでい
ます。何でも読みますが、特に時代小説が好きです。手紙を通し
て、好きなことについて、おしゃべりできたら嬉しいです。

彩の国通り 551番地

2022年4月30日まで

はじめまして。家の掃除をしていて、ふと手紙交換が好
きだったなあと思い出して、文通村に登録しました。
ちょっとした日常の話でも、色々な方とやりとりできたら
嬉しいです。

読書、ものづくり、登山

女性
20代

お江戸通り 1228番地
泳ぐこと、読書、たそがれること

短歌、読書、映画・アニメ鑑賞、ゲーム、文房具
集め
主に趣味の話をのんびりできたらと思い登録しました。
短歌をやっている人が周囲にはいないので、短歌の話が
できると特に嬉しいです。ゲームはSkyrimやfalloutな
ど主に海外のゲームをプレイしています。

ももロールさん

2022年4月30日まで

刺繍 パン作り 部屋の片付け 読書 断捨離
文通初心者です。出会いを大切に色々な年代の方と文
通したいです。高校生、大学生の子供 保護猫雌4歳 が
います。完全インドア派ですが最近wii フィットリングを
買い 家の中で運動を始めました。

ゆかりさん
相模ハマっ子通り 608番地

2022年4月30日まで

文房具（葉書やシール）集め、銭湯温泉巡り、亀、
ハリネズミ、読書、散歩
よく葉書を買います。印刷された写真やイラストを眺めたり、最早
買うだけでとても楽しいです。 ただ、集めた後送る相手がおらず、
せっかくの機能が使われないのは勿体ないと考えるようになりまし
た。 よかったらお葉書出させて下さい！ また、お手紙も待ってい
ます。 よろしくお願いします。

女性
30代

たろさん
茶畑通り 222番地

2022年7月31日まで

文房具 ショッピング 犬猫 紙モノ 食べ歩き ダイエット 多肉植
物 百均 マスキングテープ

紙モノと文具にはまり、文通がしたいと思って登録しまし
た。 日々の何気ない事を楽しく文にできたらなぁと思い
ます。いつか猫ちゃんを家に迎えるのが夢です。色々な
方と楽しく文通できたらいいです♪
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女性
30代

2022年1月31日

あづきさん
お江戸通り 1229番地

2022年4月30日まで

女性
40代

映画・ドラマ鑑賞、ジョギング、植物を育てる、漫
画を読む、音楽好き、お菓子作り
はじめまして。シマトネリコなど植物を育てたり、クッキーなど簡
単なスイーツを作ったりしています。最近はジョギングにはまって
います。映画はララランド・ビューティフル・マインド・アメリ等が
好きです。音楽はバンプオブチキンなどロックが特に好きです。
いろいろ書きましたが、なにか 一つでもお手紙で共通の話題につ
いてお話しできれば嬉しいです。

女性
60代

はるるーさん
日向の国通り 47番地

2022年7月31日まで

毎日を丁寧に生きるようにしています。ドーリーな少女のイラスト
を描いてポストカードを作っています。服が好きでアナスイ等の個
性的な服を着ています。散歩に行って自然の写真を撮ったり、カフェ
でゆっくりコーヒーを飲むことも好きです。持病がありなかなか手
が使えず、手書きでのお手紙が書けないのですがお許し下さい。
お手紙と一緒にイラストや写真を同封したいなぁと思っています。

女性
20代

ぱんだまるさん
2022年4月30日まで

子育て中の主婦です。文通は初めてです。書くことが好きで、育
児日記を万年筆で書いているうちにインクと万年筆が趣味になり使
う機会が増えればと入村しました。近頃は宝塚歌劇に興味があり
いつか観劇したいと思っています。みなさんの趣味の話や推しの話
を聞かせてください。私も一緒に沼るかもしれません。

まのあさん
お江戸通り 1230番地

ゆゆさん
相模ハマっ子通り 609番地

2022年4月30日まで

IT企業のエンジニアをしています。多忙でパソコンばかりの生活の
中で自分の視野を広げたく、憧れの文通をしたいと思い登録しまし
た！学生時代上海に留学していたので美味しい中華料理が大好き
です！老若男女問わず色々な方とやり取りできれば嬉しいで
す(^^)字は下手ですが書くことは好きです！

女性
30代

万年筆、インク、日記、紅茶、野球観戦(M)、鞘師里保ちゃ
ん、Netflix、綺麗可愛いもの

女性
60代

2022年4月30日まで

海外旅行、すみっこぐらし、コスメ、アニメ、ヨガ、
散歩、中華料理、語学

還暦を過ぎ、身体や心の変化に戸惑いながらも、自分と向き合い、
残りの人生を元気に楽しく明るく過ごしたいと思っています。柴犬
大好きです。 今は、毎日送られて来る二人の幼い孫の画像と動画
に癒されています。日々の出来事を楽しくお話できたらと思います。
よろしくお願いします。

ピーナッツ通り 513番地

もみじ饅頭通り 174番地

少女のイラストを描くこと。服。散歩。写真。カ
フェ。

読書 手芸 裁縫 柴犬 散歩 コーヒー

女性
30代

寝々夢（ネネム）さん

2022年4月30日まで

あるでばらんさん
杜の都通り 181番地

2022年7月31日まで

登山・アウトドア・裁縫・刺繍・読書・アニメ（鬼滅の刃）・
お絵描き・文房具・星空観察
2人の男の子の母です。 仕事家事育児に追われる毎日の中で、ほっ
とする時間を…と思って始めました。 拙い文章力ですが、マイペー
スにゆっくりとした気持ちで文通できたら嬉しいです。老若男女問
わず、何気ない日常や趣味のことなど、色んなお話ができたらと
思っています。 どうぞよろしくお願いします。

女性
30代

しんかんさん
さるぼぼ通り 107番地

2022年7月31日まで

刺繍、洋裁ほかハンドクラフト全般、美術館やアー
ト個展めぐり、茶道

ドラマをみる パフェを食べる 料理 ディズニーランド
に行く 音楽鑑賞

はじめまして。夫と保護犬との暮らしの中、趣味に家事に、季節を
愛でながらゆるりと過ぎ行く日々を楽しんでおります。笑みが自然
とこぼれ、心がほっと落ち着くような、、、そう思ってもらえたり
自身が思えるようなお便り交換ができたら幸せです。苦手なのは
政治宗教思想の話題です。

ワンちゃんやねこちゃんが大好きです。昔、どちらも飼っておりま
した。 食べ物はお寿司やうどん、ラーメン、だし巻き玉子、天ぷ
らが好きです。 ラインなどのSNSが苦手です。 3年ほど前に難病
を患い、現在は働きながら通院しています。入院していたころ、洋
楽をたくさん聴いていました。音楽は心の支えです。もしご縁があ
りましたら、よろしくお願いします！

女性
20代

みぃさん
なにわ通り 565番地

2022年4月30日まで

映画鑑賞、旅行、Netflix、写真、YouTube、食べ
ること！！！
ふと、文通をしてみたいな~と思い立って検索して辿り着きました(
ˆoˆ )!!普段は秘書をして、仕事柄人と気軽に話したりすることが少
なく文通を通じていろんな話を聞いたり話したりやり取りをしたい
と思っています♩最近は美味しいご飯屋さんに食べに行ったり、映
画を見に行く事にハマっています。旅行も好きです！よければ気軽
に文通しましょう(*´ `*)✿

男性
50代

ヒデさん
六甲通り 37番地

2023年1月31日まで

旅行、ハイキング
こんにちは、数年前まで入会してました。 神戸で一人暮らしです。
物をできるだけ減らし必要最小限の物だけで暮らす生活をしてい
ます。 こんな人をミニマリストと言うらしいです。 旅が大好きでテ
ントと寝袋を持って歩き旅に出たり、自転車やバイクでも旅に出ま
す。 同じような趣味の方や興味を持って頂いた方からのお便りを
楽しみにお待ちしています。
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女性
20代

2022年1月31日

もぐたさん
さるぼぼ通り 108番地

2022年4月30日まで

女性
20代

映画、読書(小説/漫画)、YouTube、アニメ、ゲー
ム
はじめまして(^ω^)！ 子供の頃から手紙を書くのが好きで、最近は
ほぼSNSでしか人と交流できないことに寂しさを感じ、あの楽しさ
が忘れられず登録してみました。 主に趣味の話ができる方と文通
したいです。 お互いオススメの作品などを紹介し合ったり今ハマっ
ている作品など聞けたら嬉しいです( *´ω`* )！

女性
30代

さゆりさん
お江戸通り 1233番地

2022年7月31日まで

女性
20代

美里さん
ピーナッツ通り 514番地

2022年4月30日まで

女性
50代

ふじびたいさん
相模ハマっ子通り 610番地

2022年4月30日まで

女性
40代

女性
20代

むつきさん
お江戸通り 1234番地

2022年4月30日まで

漫画(ジャンル問わず)、読書、舞台鑑賞初心者、
ブローチ集め、ハンドメイド雑貨巡り
はじめまして。字を書くことが好きで以前は自分の気持ちを整理す
る・自分自身と向き合うためにも何かと書き連ねていたのですが昨
年出産と仕事復帰を経て毎日が目まぐるしいです。そんな中での
んびりとやりとりができるこちらを見つけ入村しました！年齢・地
域を問わずおすすめの物や日常の些細なこと、趣味のお話など色
んなことを話せると嬉しいです！よろしくお願いします！

ことりさん
六甲通り 372番地

2022年4月30日まで

刺繍、カラオケ、インテリア雑誌、ハッピーエンド
の恋愛小説でかなり限定的、犬派、
はじめまして。手紙が好きですが、出せる相手がいないので、参
加してみました。趣味は全て浅く狭くです。よく、変わってると言
われますので、あまり文章にはこだわらない方だと、助かります。
また、文通は初めてなので、色々教えて頂けたらと思います。ど
うぞ宜しくお願い致します。

女性
20代

迦葉さん
どんたく通り 292番地

2022年4月30日まで

アニメ鑑賞、映画鑑賞、手芸、旅行、ごはん、文
房具、紙モノ、コラージュ、美術館
海外国内問わず旅行が好きです。深夜アニメをよく見ます。鬼灯
の冷徹などが好きです。映画は主にサスペンスやホラーが好きで
す。アニメや漫画、旅行の体験談、文房具やレタセ交換などがで
きる方、お待ちしております。

女性
20代

旅行、読書、ジム、ゴルフ、お酒、グルメ、散策、
資格試験挑戦、美術鑑賞
はじめまして。水瓶座B型の50代女性です。お仕事頑張ってるご
褒美に、旅行にちょいちょい行きます。旅行プラン立てるのも好き
で、観光がてら神社巡り御朱印も頂いたりしてます。同年代の方
と楽しくやり取り出来ればと思ってます。よろしくお願いします^ ^

2022年4月30日まで

はじめまして。3歳児のシンママです。 手紙を書く事が減ってしま
い、書きたい欲が出てきました。年齢層、性別関係なく、趣味や
些細な日常の事、子育ての事など気兼ねなく手紙を交わせたら嬉
しいです。 宜しくお願いします。

読書、鉄道模型、音楽鑑賞、ジャズバー巡り、料
理、サックス(初心者)、アニメ、英語
私は読書(最近は太宰治、ドストエーフスキイ)、鉄道模型(主に蒸
気機関車)を主役としたジオラマ作りなどに最近は熱を入れていま
す。20代、女としてはなかなか趣味の合う方が少ないのですが、
少しでも興味を持っていただけたら幸いです。私からはどのような
趣味の方でもお話しできればと思っております。どうぞ宜しくお願
いします。

お江戸通り 1232番地

エスニック系/ファンタジー系/文字フェチ/YouTube/ホラー/
コスメ/文具/占い

国内旅行、散歩、スイーツ、謎解き、ゲーム、入
浴剤集め、お茶、料理、文具集め
筆まめ、ロングレター気味の文通愛好家です。夫と関東で二人暮
らし、将来は猫をお迎えするのが夢です。 さまざまなことに興味
を持ち、手芸やアクティビティの一日体験など大好物です。 また
最近は、紅茶、入浴剤、レトルトカレー、マステやレターセットな
どを集め、使うことに喜びを感じています。 あなたの好きなことを
教えてください。楽しいやりとりをしましょう！

はらぺーさん

がむむさん
なにわ通り 566番地

2022年4月30日まで

舞台、ミュージカル、アニメ、ゲーム、可愛いもの
集め
何かを続けたいのと精神疾患が辛くて少しでも人とコミュニケーショ
ンとる練習になればと思い登録してみました。文通というものをやっ
た事がない若輩者ですがお優しい方や私に少しでも興味を持って
いただけた方とお話できたら幸いです。

女性
30代

白玉さん
信玄通り 43番地

2022年4月30日まで

ラジオ、ポッドキャスト、お取り寄せ、読書、旅行、
ドラマ、アニメ
はじめまして。昨年、今までご縁のなかった土地に引っ越してきま
した。のんびり夫婦2人暮らしです。知り合いのいない中、文通で
日々のことをやりとりできたらと思っています！今年の目標は着物
を手に入れ、着られるようになることです。よろしくお願いしま
す(^▽^)
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女性
30代

2022年1月31日

はれの日さん
いよかん通り 62番地
読書

ドラマ鑑賞

アウトドア

2022年4月30日まで

登山

もうすぐ40になります。 男の子二人の育児と仕事に追われる
日々です。 ハンドメイドに興味があり、料理が好きです。 ふと、
子供の頃文通をしていたことを思い出し懐かしくなりました。 子育
ての話や趣味の話など何でも聞かせて下さい。年齢も問いません。
のんびりとしたペースでほっこりしたお手紙のやり取りができる方
に出会えると嬉しいなと思います。

女性
20代

椋和さん
うつくしま通り 124番地

女性
40代

2022年7月31日まで

ぱんけーきさん
ピーナッツ通り 515番地

2022年4月30日まで

スポーツ観戦、ミュージカル、ゲーム、コンサート、安室奈
美恵、浜崎あゆみ、ＳｎｏｗＭａｎ
お店でかわいいレターセットを見ては、欲しいけど使い道が…と思っ
ていたところ文通村にたどり着きました。子どもの頃はよくお手紙
書いていました。雑貨（スリーコインズ、スイマー、オーサムスト
アなど）が好きです。好きなモノに囲まれた生活を目指していま
す！ですが新しいモノにもどんどん目を向けて行きたいとも思って
います。お手紙でのコミュニケーションよろしくお願いします。

女性
10代

最果さん
ピーナッツ通り 516番地

2022年7月31日まで

アニメ、漫画、ゲーム、ミュージカル、演劇、お話を書く、
お菓子作り、散歩、製作(壁面など)

読書、映画鑑賞、イラスト、空を見ること、プラネタリウム、
創作活動、雑貨、文房具、水族館

はじめまして！保育関係の仕事をしています！好きなものは、ア
ニメと漫画を見ること。少年漫画、少女漫画とジャンルは様々…ほ
かにも、ミュージカル鑑賞が好き！特に刀剣乱舞がお気に入り
で2.5次元派です！ほかにもお菓子作りやお話を書くなど多趣味な
私ですが、文通して頂けると嬉しいです。よろしくお願いします！

夏と空と潮の匂いが好きなしがない学生です。街の音よ
り田舎の音の方が好きです。とりとめもないことや、楽
しかったこと、幸せに感じたことを共有できる方を探して
います。趣味性別年齢問わずお気軽にどうぞ。

女性
10代

うめこさん
信濃通り 142番地

2022年4月30日まで

女性
20代

文房具、漫画、YouTube

花さん
平城京通り 85番地

2022年4月30日まで

はじめまして！花です。フリーランスで夫と在宅ワークをしながら、
0歳の娘を育てています。会ったこともない遠くで暮らしている方
の日常を覗いてみたくて、文通を始めたいと思いました。子育てを
していらっしゃる方や、趣味が合う方とお話できたら嬉しいです。
文通をするのは初めてなのでゆっくりペースでも大丈夫な方、是
非よろしくお願いいたします！

akkoさん
どさんこ通り 366番地

2022年4月30日まで

美学と美術史を学んでいる大学生です。窓から差し込む
あかりや地図やベーカリーに心惹かれます。いろいろな
お話をお聞きしたいです。

女性
20代

お菓子作り、料理、イラスト、漫画、USJ

女性
20代

ピーナッツ通り 517番地
美術鑑賞、海外アニメ

日常的な話を聞くこと、話すことが好きです。皆さんと
たわいもないことを共有出来たらと思います。誰でも大
歓迎です！よろしくお願いします！

女性
20代

すずきベーグルさん

2022年4月30日まで

鬼滅の刃、猫カフェに行くこと、コスメ収集、お手
紙を書くこと
はじめまして。年齢、性別問いません。楽しく文通できたらいいな
と思っております。 今スゴくハマっていることは鬼滅の刃です。 ま
た猫が大好きで、コスメも動画を見たりするほど好きです。人と
コミュニケーションを取ることが好きで、お手紙を書くのも大好き
です。字は綺麗ではありませんが読みやすい字であることを心が
けています。よろしくお願いします。

あやめさん
お江戸通り 1235番地

2022年4月30日まで

読書、音楽鑑賞(邦楽・吹奏楽)、ドラマ・アニメを
みること、刺繍
はじめまして。お手紙で誰かとお話してみたいと思い、
登録しました。趣味のお話や日常のことなどお話しでき
ればうれしいです。年代問わず、いろいろな方とやり取
りできればと思っています。よろしくお願いします。

女性
30代

りこさん
彩の国通り 552番地

2022年7月31日まで

猫、フラダンス、タロット占い、ベランダガーデニ
ング、ゲーム（RPG）、無印良品
こんにちは。 年賀状文化が廃れてしまい寂しく思っていたところ、
文通村の存在を知り入村いたしました。 お手紙を通して、ほっこり
するようなやりとりができたら良いなぁと思っています。 ご縁があ
りましたら、どうぞよろしくお願いします。
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女性
40代

2022年1月31日

きなこさん
杜の都通り 182番地

2022年4月30日まで

女性
20代

ゲーム、玄米生活、鬼滅、イラスト、LUSH、ホラー映画、
温泉、モーニングページ、軽い筋トレ
はじめまして、きなこと申します。 雑貨屋で働いている主婦で夫、
娘(現在は独立)、猫と暮らしてます。 体にいいものに興味がありま
す。 ファミコン時代〜ゲーム好き、音楽の良いRPGが好みです。
最近はモンハン(下手)、ゼノブレイドやイースなど。 久々にイラス
トも再開してiPadと格闘中。 趣味は近くても違っても歓迎です、
色々な方とお話できたらと思います。

女性
20代

とかさん
きびだんご通り 120番地

2022年4月30日まで

たなさん
さるぼぼ通り 109番地

2022年7月31日まで

ダーツ、pcゲーム、料理、キャラ弁、手芸、うさま
る、YouTube、アニメ、かわいい物集め
はじめまして。 なんとなく思い至ったので始めてみました。緩く長
く新しい趣味として続けられたら嬉しいです。 多趣味ですが、特に
最近はかわいいお弁当を作ることに凝っております！レタセ等のお
裾分けも大好きですので、気が合う方おりましたら…！ 年代関係
なく是非是非仲良くしてくださると嬉しいです！よろしくお願いいた
します！

女性
30代

さおりんさん
なにわ通り 567番地

2022年7月31日まで

映画(海外作品)、洋画、ゲーム、学生の頃はボート漕いでま
した、今はもっぱらインドアです

素敵便 インテリア シール レターセット ポチ袋集め 刺繍 100
均巡り セルフネイル

1996うまれ、二次創作の絵を描くオタクです。LGBTのBです、た
ぶん。田舎住みなもので、凡庸な便箋ばかりになってしまいます
が、気にしないよという方へ。趣味や、最近のこと、将来のこと、
取り留めないこと……色んなお話を聞いてみたいなと思います。
2022-01-26

Kis-My-Ft2 モーニング娘。チャーリーブラウンとクレヨンしんちゃ
んが大好きです!! 今は2児の母で育休中の為、自分にとっての趣味
として初めました。 最近は刺繍を始めようかな〜とも思っておる次
第です……。 収集癖が有り、レターセット シール ポチ袋 パックを
今は集めています。 是非交換等にも挑戦していきいです！素敵な
方と出会えたら嬉しいです！

女性
30代

ユズリハさん
なにわ通り 568番地

2022年7月31日まで

女性
20代

読書、ハンドクラフト、ゲーム実況を観ることetc
はじめまして。手紙が届くのを待つって良いなぁ、と思
い始めてみました。趣味や年代等を問わず、色々な方と
日常の話、趣味の話など、たくさんのことをお話できれ
ばと思っています。

女性
20代

ルイさん
ピーナッツ通り 518番地

2022年4月30日まで

女性
60代

ベロニカさん
お江戸通り 1237番地
読書

歴史

手芸

ヨガ

2022年4月30日まで

ペン習字

ラジオ

はじめまして ずっと文通したいけど付き合ってくれる人
がいないと思ってましたが、やっと見つけました まずは
よろしくお願いします

六甲通り 373番地

2022年4月30日まで

読書、映画鑑賞、カフェ巡り、旅行、ヨガ、絵を
描くこと、ピアノなどです
はじめまして 元々手紙を書くことが好きだったのですが、定期的に
文通する友人があまりいないため始めました 可愛い紙もの、イラ
ストを描くことが好きです 趣味の話、日常の話など気軽にお手紙
交換が出来たら嬉しいです(^^) 音楽はUVERworldとヒプノシスマ
イクしか聞いてないくらいその２つは大好きなので、お好きな方が
いらっしゃれば語ってみたいです！

女性
30代

プロ野球観戦(M)、ゲーム、アニメ、漫
画、YouTube、万年筆インク、ドライブ
はじめまして。 趣味は広く浅く楽しんでいます。 文通は
初めてですが、マイペースに続けていけたらと思ってい
ます。よろしくお願いします。

ENさん

まいさん
お江戸通り 1236番地

2022年7月31日まで

ラーメン パン屋 TWICE NiziU カレーライス インスタ シナモ
ロール サンリオ
30代後半で婚約中。普段は医療事務をしています。休日は録画し
た映画を見たり一日中寝ていたり(笑)美味しいラーメンやパンを食
べるのが好きです。風景や夜空の写真を見るのが好きです。 趣味
が同じな方やそうでない方、色々な方と手紙を通してお話したい
です。なんでも書いてください。年齢性別問いません。レターセッ
ト問いません。文通ペース気にしません♪

女性
20代

たけきちさん
きりたんぽ通り 53番地

2022年7月31日まで

漫画、アニメ、お菓子、お絵描き
はじめまして。文通に憧れて、1度やって見たいと思ってました。
漫画は少年漫画を読むことが多いです。ゴールデンカムイや銀魂
がすきです。刀剣乱舞やウマ娘、ツイステかじってます。好きな
ことばかり集中してしまう質なので今回を機会に視野を広げてみた
いので、おすすめな作品のことなどをお話したいです。文章拙い
と思いますが、よろしくお願いします。
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女性
10代

2022年1月31日

未定さん
どんたく通り 293番地

2022年4月30日まで

女性
30代

散歩、映画鑑賞、読書、スポーツ

おまめちゃんさん
茶畑通り 223番地

2022年4月30日まで

読書、資格取得の勉強、手芸、料理
一人で過ごすことが好きで、一人でできる趣味がたくさんあります。
読書はペースこそ遅いものの、暮らし関係などの実用書を読むこと
が多いです！図書館も大好きで月に2回は行きます。美味しいもの
を食べると幸せを感じます。食べるために生きている節もあります。

女性
50代

刹那（せつな）さん
しゃちほこ通り 222番地

信濃通り 143番地

2023年1月31日まで

エレクトーン、YouTube鑑賞、カラオケ、刺繍

はじめまして。未定です。最近は読書にハマっています。今は彩
瀬まるさんの著書を読み漁っています。面白い本を紹介してほしい
です。お願いします。あとはK-POPアイドルも好きで、浅く広く
色々なグループを見ます。もちろん猫も好きです。どなたとでも、
どんな話でもしたいです。気軽にお手紙ください。よろしくお願い
します。おっ、では、あなた

女性
30代

ちぃさん

2022年7月31日まで

音楽鑑賞、お絵描き、合唱、ゲーム（スマホ）、
アニメ、小説
はじめまして。社会人、大学生、高校生3兄弟の母親です。約う
ん10年ぶりに、文通を再開しようと思い入会させていただきました。
色々な方達と、日常の話などをしたいと思います。年代などは問
いませんので、よろしくお願いします。

初めまして。長野県に住む39の女性です。 既婚者ですが子供いま
せん。 猫２匹と旦那と暮らしてます。 最近、エレクトーンにはまっ
てていろんな曲を弾いてます。名探偵コナンも好きです。 同じよ
うな方いたら仲良くして下さい。 女性限定で35歳からの方でお互
いキャッチボール出来る会話したいです。 よろしくお願いいたしま
す。

女性
20代

すわさん
なにわ通り 569番地

2022年4月30日まで

音楽、映画、マンガ、アニメ、ゲーム、猫、イラスト、カメ
ラ、カフェ巡り、ドライブ、ホラー小説
初めまして、すわです。自身の文字は下手ですが、誰かの手書き
文字を見るのが大好きです。音楽は洋楽、hiphop、k-pop。マン
ガ、アニメ、ゲームは幅広く楽しんでます。車で近場から遠出まで
ぶらぶらとカフェ巡りが趣味です。映画、小説はびびりのくせにホ
ラーが好きで、オススメがあれば教えてほしいです。色んな方と
文通出来たら嬉しいです。

