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第291号

2022年2月16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。

男性
50代

ラヴィアロンさん
相模ハマっ子通り 611番地

2022年8月15日まで

女性
50代

女性
50代

雪絵さん
ピーナッツ通り 62番地

2022年8月15日まで

女性
30代

まるはさん
茶畑通り 14番地

2022年5月15日まで

女性
30代

女性
30代

彩音さん
彩の国通り 380番地

2023年2月15日まで

サイクリング、ドライブ、スノボー、温泉、映画鑑
賞、カフェ巡り、文具集め
趣味がアウトドア系で思いっきり楽しめないので、唯一
のインドアな趣味を集めるばかりではなく楽しみたいと
思って登録してみました。

白玉さん
上州三山通り 22番地

2023年2月15日まで

食べること、紙文具集め、映画鑑賞、動物、ゲー
ム
私生活が落ち着き、またお手紙を書きたくなりました。食べること
が好きで、全国を巡って、ご当地お菓子や料理を食べ歩くのが夢
です。映画鑑賞、アニメやゲーム、動物も好きです。楽しくお話
し出来れば嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
50代

ぶんさん
平城京通り 53番地

2022年8月15日まで

自然

散歩、読書、FF14、おうちカフェ、パン屋巡り、料理(すこー
し)、消しゴムはんこ作り
初めまして＆お久しぶりです！体の調子が落ち着いた為、1年と数ヶ
月ぶりに舞い戻ってきました。休日には1万歩目指してお散歩しな
がら、パンのいいにおいにホイホイされています。またゆっくりと、
楽しくやりとりができたら嬉しいです。「かもめ食堂」から北欧雑
貨やムーミンが好きになりました。どうぞよろしくお願いします♪

2023年2月15日まで

はじめまして。幼稚園の時から、手紙とスナフキンが大好きです。
ゆったりとした手紙を書く時間を日々の中にとり入れたいと思って
います。メンタル持ちではありますが数人の方と末長く文通をした
いと思っています。楽しい話、深い話。どちらでも大丈夫です。ど
うぞ宜しくお願いいたします。

レターセット集め、手芸、文具類、アニメ、カラオ
ケ
レターセットが大好きで集めすぎています。それでもまた欲しくなっ
たり。シールやイラストも嬉しいし文具も大好きです。なので、み
なさまから頂くお手紙がどんなものなのか、とても楽しみにしてい
ます。短い文章でもロングレターでも老若男女問わず気楽に文通
出来たら嬉しいです。落ち着いてきたらやはり文通が恋しくなりま
した。再入村です。よろしくお願いします。

相模通り 32番地
手紙、星野道夫さんの本

ゲーム全般(ボードゲーム、PS4、PC、携帯)音楽(吉川晃司
ファン)日記、トランペット
初めまして。4、5年前に退村していました。その時はハマっ子通り、
ペネームは『ギグマル』でした。また始めてみたくなり行動に移し
ました。1971年生まれ独身です。 10年日記を書いてます。 『見知
らぬ人からのメッセージ』不思議な御縁だと思ってます。どうぞ宜
しくお願い致します。

ゆここみさん

がん闘病中です。転移し、少しずつ進行してきています
が生きられることに感謝して毎日を過ごしています。同
じような境遇の方と想いを共有できたら嬉しいです。

女性
20代

よっちゃんさん
常陸の国通り 140番地

2022年5月15日まで

裁縫、代筆、刺繍、
介護の仕事をしている20代です。手紙を書いてみたい・
自分の知らない世界を広げてみたい・顔は分からないけ
ど同じ仕事や同じ分野で働く人と交流してみたいと思い
入村しました。
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女性
50代

2022年2月16日

緑子さん
相模ハマっ子通り 458番地

2022年5月15日まで

女性
20代

散歩、日常生活、模様替え、ドライブ、ペット
（鳥）植物鑑賞、映画鑑賞、手紙
日常生活の小さいことを大切に楽しんで生活しています。 自然や
植物が好きでドライブや散歩で季節を感じにチョコとチョコと近所
へでかけます。 動物も好きです。現在は鳥を飼っています。 ほっ
こりした文通が希望です。 お互いの日常を話せたらいいですね。
よろしくお願いします。

女性
30代

くるまれ毛布さん
どさんこ通り 340番地

2022年5月15日まで

女性
30代

みつきさん
六甲通り 375番地

2022年5月15日まで

しゃちほこ通り 367番地

2022年5月15日まで

紙もの、手帳、猫、あつ森、レトロアニマル、アンティーク、
ミッフィーちゃん、スライム
アンティークもかわいいものもすきな専業主婦(子なし)です！ 我が
家には夫と娘(猫)2匹います miffyちゃん好きさんはぜひ 読書はサ
イコミステリーがすきです ロンレタ派です。 VTuberに興味があり
おすすめをおしえてほしいです。 BLもすきです。Kindleで読んで
ます

女性
10代

映画鑑賞、洋画ドラマ、アニメ、漫画、イラスト、
ゲーム、クロスバイク、散歩、ジム
初めまして。いろいろな方と文通できたら素敵だなと思っています。
ちょっとマイナーな漫画やアニメが好きです。(メジャーなものも見
ます) イラストを描くのも好きです。最近はダイエットの為、フィッ
トネスジムで汗を流す時間が多いです。宜しくお願いいたしま
す^_^

えあろーさん

梨さん
六甲通り 374番地

2022年8月15日まで

音楽、読書、カフェ、文房具、ハンドメイド雑貨
はじめまして！贈る相手を想いながらお手紙を書くことと、頂いた
お手紙を読むことがとっても好きなので始めてみました。 最近は
大学受験が終わり時間ができたため、パン屋さんでのバイトや色
彩検定の勉強、読書などをしてまったり過ごしています。 年齢性
別関係なく、日常の些細なことや趣味の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。

女性
50代

まちさん
さるぼぼ通り 110番地

2022年5月15日まで

映画、音楽、ドラマ、アニメ、BTS、文房具集め、
YouTube

映画鑑賞、読書、歴史、モーニング、ビートルズ、
日帰り温泉、猫

初めまして。6歳の子供がいる専業主婦です。 以前文通をしてい
たのですが、出産をきにお休みしていました。また年齢趣味等問
わず楽しくお手紙のやり取りが出来ればと思い入会しました。よろ
しくお願いします。

はじめまして。シングルでの子育てが終わって気がつくと仕事ばか
りの日々。これからの人生を豊かに過ごしたいと思っています。 普
段とは違うゆっくりとした時間で、人の温かみを感じられそうな文
通に興味を持ちました。 仕事は夜勤ありの医療関係です。今年は
資格取得を目指しています。年齢に負けずに頑張らないと！と思っ
ています。 よろしくお願いいたします。

女性
50代

月とスープさん
お江戸通り 1238番地

2022年8月15日まで

女性
20代

女性
20代

しずくさん
とちおとめ通り 128番地

2022年5月15日まで

読書、漫画、映画・ドラマ観賞、芸術、歴史
はじめまして。しずくといいます。 古典文学や児童文学、現代の
恋愛小説などを読むことが多く、特に水村美苗さんの作品が好き
です。 映画はスタジオジブリ作品、ドラマは坂元裕二脚本作品が
好きです。 趣味のことや日々考えていることについて楽しくやり取
りできればと思っています。 よろしくお願いします。女性の方希望
です。

上州三山通り 110番地

2022年5月15日まで

キャンプ、スノーボード、カフェ巡り、買い物、読
書、うさぎのお世話

お茶の時間（紅茶・中国茶・コーヒー）、香り、音楽、ガラ
ス、散歩、映画、本、建てもの
空や季節の色、道ゆく人や街並みを眺めること。お茶や料理、お
風呂やアロマの湯気や香り。クラシカル、レトロな佇まい。朝の
空気やガラス、木漏れ日のような透明で澄んだ感じのするものが
好きな50を過ぎたばかりのシングル（婚歴あり、子供なし）です。
趣味の合う方はもちろん、違ってもお互いの世界を広げたり、一
緒に笑い合える方とゆっくり親しくなれたら嬉しいです。

ぐりさん

知的障がいがある方を支援する仕事をしています。現在は体調不
良で休職中ですが、近々復帰する予定です。簡単に誰とでも連絡
が取れる時代になりましたが、昔幼馴染と文通していた事をふと思
い出し、手紙ならではの温かさやワクワクドキドキを久しぶりに味
わいたいと思い入村しました。趣味の事はもちろん、自分の知ら
ない世界の事も知りたいのでぜひお話ししましょう＾＾

女性
20代

おるかさん
めんこい通り 87番地

2022年8月15日まで

一人旅、筋トレ、神社・お寺巡り、勉強、空を飛ぶこと、遠
征先の探検、友達とのお菓子パーティ
皆の前に立つ時の自分ではなく、ありのままの私で誰かと話したい
です。 最近の悩みは、1日が24時間しかないこと。 春から社会人
ですが、当分見習いです-✈︎ 囲われた狭い世界で生きてきたので
世間知らずです… でも、面白くて滅多に入れない世界なので、そ
の一端を紹介できるのが私の強み。 この文を読んだ貴方とお話で
きるのを楽しみに、手紙をしたためます。
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女性
20代

2022年2月16日

きぬかさん
お江戸通り 1239番地

2022年8月15日まで

女性
20代

女性
20代

ゆずさん
越後通り 129番地

2022年8月15日まで

女性
20代

もちこさん
古都みやび通り 208番地

2022年5月15日まで

女性
30代

女性
20代

もなかさん
めんこい通り 88番地

2022年5月15日まで

女性
40代

ミッフィー大好きさん
彩の国通り 553番地

2022年5月15日まで

旅行、 テレビ＆YouTube鑑賞、エアロビクス、ダンス、
カフェ巡り、ゲーム、散歩
はじめまして。文通は昔やっていましたがまた始めたくなったので
入会しました。 文通するかたの希望は年齢 性別問いませんが、
終わらせるときはそのことを伝えてくれるかた 日常のできごとなど
もお話しできたらいいなと思っていますので上記の趣味があるかた、
ないかたでもOKです。 それではよろしくお願いします(^o^)

六甲通り 376番地

2022年5月15日まで

現在妊娠中です(*^^*) 3月出産なのでお返事遅れますm(*_ _)m 家
に居る時間が長く、手紙が届くわくわくを楽しみたく登録しまし
た(´˘`＊) メモなど紙モノのプチ交換も大歓迎です♡♡ 是非仲良
くしてください(* ᴗ͈ˬᴗ͈)” 再入村です(*^^*)

女性
40代

えりさん
さるぼぼ通り 111番地

2022年5月15日まで

ピアノ クラシック音楽 編み物タティング ポスクロ 美術 ぬり
え 香港映画 バイク カメラ
出不精、自宅でのんびり派。 猫をかっています。ฅ^•^•ﻌฅ 英語は
少し勉強中… ピアノも練習中… 何かを造ったり書いたりすること、
紙でのやり取りが好きなのだとおもいます。時々バイク（HONDA）
に乗ります。 よろしくおねがいします。 ポストカードや一筆箋、大
歓迎です。

女性
30代

椛さん
お江戸通り 1240番地

2022年5月15日まで

読書（SF・ミステリ）、漫画、怪談、マダミス、香
水、文房具、創作

猫（飼ってます）、イラスト、読書、ハンドメイド、ドール、
ミニチュア、アニメ、漫画、ゲーム
はじめまして、もなかと申します。難病持ちでなかなか外出でき
ないのですが、読書やハンドメイドなど家で出来る趣味に没頭し
ています。最近はイラストを描くのにハマっています。下手ですが
イラスト交換もしてみたいです！ゆるくのんびり文通できたら嬉し
いです。

あーちゃんさん
メモ帳、シール集め、文具集め、音楽、ドライブ、
ネイル

手芸、お菓子作り、読書、観光、美術館、動物な
ど
はじめまして。 専業主婦をしています。 あまり社交的な方ではな
く友だちは少ないです。趣味はお菓子作り、手芸(あみもの、洋裁、
刺繍)、読書、動物、音楽、旅、アニメが好きです。 文通ははじ
めてです。 文通を通して仲良くしてくださる方がいたらとても嬉し
いです。 女性の方でお願いします。 よろしくお願いします。

2022年5月15日まで

初めまして。可愛いレターセットやシールを使いたくて登録しまし
た。 私の趣味はイラストや乗馬です。動物が大好きで、わんちゃ
んと馬が特に大好きです。最近はゴールデンカムイにもハマってい
ます。 週末はお寺に行ったり、自然のあるところでぼーっとしてま
す。ぜひぜひ気軽に文通してください。よろしくお願いいたします。

読書、スポーツ観戦、ハンドメイド、ネイル、カフェ
巡り、インク沼、活字オタ
介護の仕事をしています。国内ミステリのほか、映像化された原
作を読むのが好きです。レジンやビーズでアクセサリーを作るのが
好きです。ガラスペンはまだ手を出していませんが万年筆を買った
ことを機に手紙を出したくなりました。物を書くことが好きなのでこ
とば選びに気を遣っています。レターセットは空やスペーシー、桜
などを好んで使います。初心者ですがよろしくお願いします。

なにわ通り 570番地

創作活動、動物、乗馬、歴史、ゲーム、一人旅、
お寺巡り

映画・音楽鑑賞、読書、神社(御朱印集め)、芸術・アート、
カメラ、動物、散歩、アロマ・お香
はじめまして。最近は字を書く機会がめっきり減ってしまい、練習
を兼ねて手紙での交流がしたいなーと思い探したところ、文通村に
辿り着きました。 新しいことを取り入れるのが好きなので、趣味
や好きなことなどを教えていただけると嬉しいです！年齢・性別・
内容を問わず交流ができたらと思います。文通ってわくわくします
ね〜！初心者ですが、よろしくおねがいします！

いちのさん

文房具が大好きで、特に万年筆とインクで手書きしている時間が
幸せです。普段は読書や小説執筆、オンラインでのマダミスなど
インドアな過ごし方をしています。最近TRPGにも興味あり。怖が
りなのに怖いもの好きで、よく怪談を視聴したりもしています。お
互いのんびりと、ペースや枚数をあまり気にせず、好きなことや何
気ない日常のことなどやり取りができたらなと思います。

女性
40代

水仙さん
しゃちほこ通り 420番地

2022年8月15日まで

ゲーム、ドライブ、編み物、文房具
紙や文房具が好きなので登録しました。趣味が雑多で移り気です
が、新しい事を知るのも好きです。ゲームはその面白さがどこに
あるのか興味があります。ドライブは昔バイク今オープンカーか助
手席。絵描きます、本読みます、テレビ見ます、音楽聞きます、
写真撮ります。お仕事はIT系。独身。お茶と珈琲と焼き菓子が好
き。好きな色は青。ポストカード可。珍しい病気の治療中です。

4

第291号
女性
20代

2022年2月16日

ににさん
古都みやび通り 209番地
読書

野球観戦

2022年8月15日まで

お菓子作り

ネウムさん
もみじ饅頭通り 175番地

2022年8月15日まで

中学の担任の先生に手紙を出したのをきっかけに文通村
をやろうと想いました。文章をかくのは苦手ですが、い
ろんな方と文通したいです。世界地図を見るのが好きで、
海外旅行に行ってみたいです。

なつさん
うつくしま通り 126番地

女性
40代

2022年8月15日まで

初めまして。昔はよく文通していたのですが、最近は手紙を書く機
会も無くて寂しいなと思っていたらここを見つけました。好きな事
は趣味の欄に書いてある事で、特に最近海外マステの沼にハマっ
ています。とは言ってもまだハマったばかりで持ってる数は多くあ
りませんが…。いろんな年代の方と趣味の話や何気ない日常を手
紙でお話出来たら嬉しいなと思っています。よろしくお願いします！

ありささん
伊勢通り 103番地

2022年8月15日まで

BTS

2022年5月15日まで

、歌を唄うこと、植物、自然、

ましろさん
かすていら通り 66番地

2022年8月15日まで

読書、音楽鑑賞
こんにちは。お手紙が大好きなましろと申します。 今はコロナで
なかなか動けませんが、音楽を聴いたり、好きなアーティストさん
のライブに行くことが趣味です。 今年は年間100冊本を読んで感想
を書くことを目標にしています。 性格が合うなぁと思われた方、ぜ
ひ私と文通してください！

女性
40代

映画、Netflix、音楽(ロックバンド、K-POP)、YouTube、ほ
ぼ日、海外マステ

女性
20代

越中通り 72番地

音楽が好きな方（私は音楽はだいたい何でもすきです
が、今はBTSが好きです）、植物が好きな方、沖縄が
好きな方、文通を通じてお話しませんか？ 女性の方を
希望しております。 よろしくお願いいたします。

アニメ、音楽鑑賞、海外情勢を知ること

女性
30代

るるさん
音楽鑑賞
沖縄

はじめまして、ににと申します。家にあるかわいいレター
セットを使ってみたくなったので、文通村に入りました。
様々な方と文通したいです。よろしくお願いいたします。

男性
20代

女性
50代

ともみさん
お江戸通り 1241番地

2022年8月15日まで

マステ、紙もの、コラージュ、日記、犬、カラオケ、カフェ、
読書、ドラマ鑑賞、100均巡り

はじめまして、ともみと申します。 二児（男）の母です
が、子育てもひと段落して現在は旦那さんと愛犬と暮ら
しています。 幼い頃から手紙を書くことが好きだったの
で色々な方と文通をしてみたいです。

女性
20代

鶫さん
紀州通り 39番地

2022年5月15日まで

動物 お絵描き シルバニア ディズニー映画 アニ
メ(今期プリキュア見ます)

アイドル、読書、カメラ、ミッフィグッズ集め

R2年生まれの息子がいます。メルヘンなものやお人形、ミニチュ
アを見るのが好きです。最近は息子の影響か木製のおもちゃも好
きです。絵本とかも興味あります。犬(シーズー)もお家にいます。
動物好きなのでうちの子自慢などして貰えたら嬉しいです。趣味
は色々書きましたが、皆さんの大好きなものも知りたいので是非
色々私に語っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたしま
す。

初めまして。文房具屋さんでかわいい便箋を見るたびに、誰かと
文通のやりとりができたら素敵だなあと思って登録しました。女性
アイドルやミッフィやすみっコぐらしなど可愛いものが好きです。
最近はアロマにハマってます。マイペースですがよろしくお願いし
ます！

女性
40代

りえさん
お江戸通り 1243番地

2022年8月15日まで

散歩、植物、旅行、文房具、動物を愛でる、日向
ぼっこ、喫茶店、列車旅、バイク
久しぶりに手紙が書きたくなりました。同じ趣味の方、
私の知らない世界を知ってる方、色々な方とお手紙でや
り取りさせていただけたら嬉しいです。 宜しくお願い致
します。

女性
40代

更紗さん
相模ハマっ子通り 612番地

2022年8月15日まで

料理、読書（小説・漫画）、ファッション、音楽鑑賞
（サカナクション、椎名林檎など）
仕事に追われる毎日ですが、コロナきっかけで都心を離れてフル
リモートの日々です。そんな中40代に突入し、昔好きだった、日
何気ない日常や思いを手紙に落として誰かとやりとりしてみたいな
と思い登録しました。
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第291号
女性
40代

2022年2月16日

チエオグさん
六甲通り 377番地

2022年5月15日まで

女性
30代

読書、家庭菜園、花の水やり、写真（携帯）、ファ
ミリーキャンプ
春夏秋冬の中で、冬生まれだけど春が好きです。文章を書く事が
好きで、誰かと文通で楽しめたらなぁと思い、お試しに入村してみ
ました。精神疾患があって悩むこともありますが、仕事に家庭にを
奮闘しながら両立しています。2児の子の母。

女性
40代

yumeさん
とちおとめ通り 129番地

2022年8月15日まで

女性
20代

鮫白さん
ピーナッツ通り 521番地

2022年5月15日まで

女性
50代

あまのんさん
めんこい通り 89番地

2022年8月15日まで

読書、バラエティ番組を見ること
仕事に追われる日々ですが、手紙を書くのが好きです。
日々の事や、好きなことなど、ゆったりと文通できたら
いいなあと思っています。同年代の女性の方との文通希
望です。

2022年8月15日まで

既婚子なしです。仕事漬けでせわしない毎日ですが、文通を通し
てささやかな日常を共有したり、自分の知らない世界を広げられ
たりできたらいいなと思っています。流行に乗り遅れがちで、マイ
ナー寄りな趣味多しですが、共通の趣味がない方も大歓迎です。
何でもお話しましょう。

女性
40代

木苺いちごさん
もみじ饅頭通り 176番地

2022年5月15日まで

愛犬を愛でる、JUJU、 アロマテラピー、お香、
文房具
愛犬のトイプードルに日々癒されています。 会いたい時に会いた
い人に会えない今、お手紙で繋がれたらいいなと思っています。
最近、万年筆を使いはじめ、字の練習をかねて文通始めて見まし
た。よろしくお願いします。

女性
50代

猫、食べること、紙モノ、バイク、ドライブ、ディ
ズニー、ドラマ、映画鑑賞、アニメ、
猫を1匹飼ってます。 小学生の頃ポストに手紙が入っているのがす
ごく好きで大人になってもそれは変わらず文通村を始めました！
美味しい食べ物や紙モノのお話、片や、バイクやディズニーなどの
お話を出来たらなと思います！ 多才な趣味ですがよろしくお願いし
ます！

茶畑通り 224番地

演劇鑑賞（ストプレ、歌舞伎等）、モータースポーツ観戦、
国内旅行、美術鑑賞、雑貨等収集

◾︎読書(漫画、小説少々)◾︎ポケモンGO◾︎お散
歩◾︎お酒、グルメ
初めまして、yumeと申します。文通は中学生の頃ぶりですが、久
しぶりに手紙のやり取りをしたくなり登録してみました。 色々な人
の色々なお話を聞いてみたいので、楽しい話や愚痴、夢や目標、
好きなこと、悩み事、見ず知らずの人だから話せる内緒話などな
ど·····何でもお待ちしています。よろしくお願いします。

るりせんさん

いくさん
しゃちほこ通り 421番地

2022年5月15日まで

紙物、嵐（ニノ担）、映画鑑賞
紙物と嵐（ニノ担）が大好きです。 子供2人いて成人で
すが、まだまだ手がかかるお年頃です。 午前中だけ仕
事しております。 昔、文通してました。 よろしくお願い
します。

女性
40代

たまさん
上州三山通り 30番地

2022年8月15日まで

マステ、シール収集、食べる事、犬、猫、散歩、
御朱印
はじめまして。日常の何気ない事、ペットの事など色々なお話が
できたら嬉しいです(^_^)町田啓太さんBTS推し（ハマったばかり
なので色々教えて下さい）紙モノも好きで最近は万年筆、インク
にハマりそうです。。違う趣味の方でも楽しくお話できたら嬉しい
です！年齢性別問わずよろしくお願い致します♡

