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第292号

2022年3月2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

はなさん
さぬき通り 30番地

2023年2月28日まで

女性
30代

文房具集め（主に万年筆とボトルインク）、写真、
読書
はじめまして、はなと申します◎ 育児休暇中に文通がしたくなり、
登録しました。 娘の写真を撮ったり、万年筆で手帳を書くのが趣
味です。 以前はコーヒー屋さん巡りしてましたが、今は美味しい
デカフェコーヒーを探して家で楽しんでいます。

女性
40代

めぐみさん
伊勢通り 57番地

2022年5月31日まで

橙さん
しゃちほこ通り 215番地

2022年8月31日まで

読書、ペン字、スポーツ観戦（テレビで観戦）
はじめまして。 読書は小説ばかりですが、いろいろ読んでいます。
おすすめなど教えて欲しいです。スポーツは見るのは大好きです。
サッカーやバレーボール、ラグビーなどが特に好きです。 趣味が
同じ方も違う方もつながれたらと思います。

女性
30代

ぐりさん
お江戸通り 640番地

2022年5月31日まで

ラジオ、海外古典小説、DVD映画、ダイアモンドアート、コ
ラージュ、塗り絵、書写、他

ネイル、コスメ、YouTube、実況、ゲーム、映画、
読書、ボカロ、J-POPなど

再入会致しました。デジタルデトックスやデジタルミニマリストが
重要だと感じます。引き籠もりです。心の病あります。弱音も吐
ける関係にまでなれれば良いなぁと願っています。無職、独身、実
家住まいです。すでに更年期に入っており心身共に疲労していま
す。子供や、お孫さんの話は御遠慮下さい。

再入村です。30歳会社員、LGBTQ+のBです。知見を広げたいと
いう思いもあり、どんなお話でもさせていただきたいですし、お
すすめを語り合ったりもしたいです♪年齢性別、お手紙の形式、ペー
スなども不問です。ゆっくり知り合っていけたらうれしいです◎

女性
40代

れんず（旧:くれは）さん
茶畑通り 200番地

2022年8月31日まで

女性
40代

お絵描き、漫画、スマホゲーム、音楽、文房具、
手帳など
鉛筆やコピックでイラストを描くのが好きです。 今ハマっている漫
画は東京リベンジャーズ！！最近読み始めましたが大好きです。
スマホゲームはツイステッドワンダーランドやリヴリーアイランド。
手帳はほぼ日手帳を使っています。マステやシールも好き。年齢
や性別は問いません！ 絵を描く方でしたら、絵交換(コピー)もして
みたいです よろしくお願いいたします！

女性
40代

えりさん
さるぼぼ通り 111番地

2022年5月31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。

ぷにゅさん
お江戸通り 1221番地

2022年5月31日まで

簡単な手芸、スクラッチアート、アロマセラピー、
ネイル、紅茶
初めまして…！ ４０代既婚者専業主婦です。子供は恵まれません
でした。 双極性障害を患っており、闘病しております。 お互い思
いやりを忘れずに、それぞれのペースで、喜びは倍に、悲しみは
半分になるような交流を出来たらと思っております。 性別年齢、
趣味など問いません。 どうぞよろしくお願い致します…！m(_ _)m

女性
10代

リリーさん
上州三山通り 111番地

2022年5月31日まで

あんスタ、絵を描くこと、あつ森
初めまして。マイペースに楽しく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！
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女性
20代

2022年3月2日

かぼちゃさん
お江戸通り 1244番地

2022年8月31日まで

女性
50代

読書、散歩、猫、ナイトメアビフォアクリスマス、
カップ麺食べ比べ
コロナ病棟で働いていましたが、疲弊し、充電中。散歩がてら図
書館へ行き、好きな本(主に小説。エッセイは森茉莉が好き。)を
借りて読んでいます( ◠‿◠ )食べることも好きで、カップ麺の食べ比
べにハマり中。趣味含め、日々のこと、好きなこと、悩み事、な
ど色んな話をして楽しみたいです╰(*´︶`*)╯♡ポストカードやミニ
レター何でも嬉しいです。お気軽にお手紙ください♪

女性
40代

Emilyさん
なにわ通り 571番地

2022年8月31日まで

ハンドメイド(ミシン、アクセサリー) 読書
カード集め 海外ドラマ

女性
20代

たなかかなたさん
お江戸通り 1246番地

2022年8月31日まで

女性
40代

きとりさん
紀州通り 40番地

2022年5月31日まで

女性
40代

女性
20代

こぐまさん
お江戸通り 1248番地

2022年5月31日まで

お散歩、旅行、お絵描き、歌、音楽を聴く、ポケ
モン、生き物、自然
丁寧な気持ちでお手紙を書く、素敵な便箋をじっくり選ぶ、お手紙
を通してひとや物事を知る…そんな時間が恋しくなって調べていた
ら、文通村に辿り着きました。知識はあまりありませんが、生き物
や、植物や星、自然が好きです。 ポケモンは小学生の頃からずっ
と大好きで、新作は必ず遊んでいます。 色々な方と色々なお話を
してみたい、と思っています。

めるるんさん
お江戸通り 1245番地

2022年5月28日まで

文通、韓国、ポストカード、猫、カフェ巡り
私は手紙を書いたり、韓国ドラマを見たりする事が好きです。ポ
ストカードでのやりとりもできます。休みの日にはカフェに行って
見たりと活動的です。何気ない日常の会話を話しませんか？私と
趣味が合わない方でも楽しいお話をしましょう。

女性
20代

hanaさん
ピーナッツ通り 522番地

2022年5月31日まで

読書、映画鑑賞、ライブ、ギター
こんにちは、hanaです☺︎ エンタメ大好き20代。 ジャニーズか
らLDH、それ以外も推しがたくさん（笑） 漫画やアニメ、実写な
ど幅広く触れています！ お互いに"スキ"を共有して、楽しいやりと
りが出来ることを楽しみにしています♪

女性
30代

喫茶店、美術館、博物館、漢方、日帰り温泉
はじめまして、きとりです。子連れ単身赴任中で、6歳の娘がいま
す。文通初心者です。毎日、家と職場の往復なので住んでる世界
は狭いです。皆さんとお話して、もっと景色が広がればいいなぁと
思ってます。仕事をしているのでお返事が、すぐ出せない時もあ
りますが、心を込めて返信しますので。お手製の封筒、ポストカー
ド、レターセット等、特に問いません。宜しくお願いします。

2022年5月31日まで

誕生日を迎えると還暦になります。 昨年末まで介護の仕事をして
いましたが、今は、ちょっとひと休みしており、また復帰したいと
考えています。 小田和正さんを好きになって43年目になります。
また生の歌声を聴きたいです。 愛猫２匹と、のんびりと田舎暮ら
しを満喫しています。どうかよろしくお願いします。

一人旅、旅行、漫画、アニメ、登山、宝石、城、神社仏閣、
博物館美術館、ゲーム、ボードゲーム
昔好きだった文通をまたしたくなり入村しました。様々な年代の方
と色々なお話がしたいです。年齢性別、お手紙の形式、内容等問
いません。恐らく遅筆です。 お仕事は忙しめの職種、学生時代は
ガチで勉強してましたので仕事・受験のストレス発散もウェルカム
です。今年は重めの資格取得勉強が辛いです。あとはカメラを始
めたいけど沼かなと思ったり…です。

六甲通り 378番地
音楽鑑賞、道の駅めぐり

ポスト

初めましてこの4月で高校生になり娘の母41歳Emilyです。昔から
文通が大好きで日本や海外の方と沢山文通をしていたのですが子
育て、仕事などでお手紙の時間を作る事が出来ず、少し落ち着い
たので文通を再開したいと登録しました。父がオランダ人と言う事
もあり長くオランダに住んでいました。海外に興味のある方や同世
代の方と楽しく文通出来たら嬉しいです。

さこリンさん

黒豆茶さん
平城京通り 86番地

2022年8月31日まで

資格勉強、映画鑑賞（ホラー・サスペンス）、深夜アニメ、
紙モノ、万年筆、インク、マステ、漫画
初めまして。資格勉強を頑張っています。インクや紙モノが好きで
買い集めていたのですが、使う機会が欲しくて登録しました。カラー
インク利用OKです。 ロンレタ・長文歓迎。もちろん一筆箋もお気
軽に！ ※宗教勧誘、SNSに手紙UP等はお断りします。

女性
30代

ちょこさん
越後通り 130番地

2022年8月31日まで

読書（小説と漫画）、お菓子（食べる、作る）
はじめまして。30代後半です。 ふと文通が懐かしくなって文通村
を見つけ、入村を決めました。 老若男女問いません。慣れないた
め短いカードになってしまうかも知れませんが、ぜひよろしくお願
いします。 お住まいの地域のおいしいもののことなど知りたいで
す！ （手紙の中身はインターネット上に晒さないでください。）
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女性
40代

2022年3月2日

ぐみちょこさん
お江戸通り 1249番地

2022年8月31日まで

女性
40代

読書、謎解き、動画(Youtube・Netflix・Huluなど)、散歩、
ネコ、観劇、音楽

こんにちは 手紙を通じていろいろな方と繋がってみたい
なと思いました。 手紙のよさも実感したいです。

女性
30代

春名さん
常陸の国通り 177番地

2022年5月31日まで

なぎすずさん
どさんこ通り 368番地

2022年8月31日まで

紙物・Netflix・アマゾンプライム・ｄアニメ・２、5次元舞台・
プロセカ・ハチ学
2人の子持ちのパート主婦です。 可愛いシールやレターセット、自
己流コラージュしたものを使いたく、また文通にも興味があって申
し込みました。 舞台の方はニコ生やｄアニメでの配信で見る事が
多いですが、Blu-rayを買うこともあります。 プロセカは箱推しで
すが、特にワンダショが好きです。 同じような趣味の方と交流出
来たら嬉しいです。

女性
40代

ねろりさん
うつくしま通り 127番地

2022年8月31日まで

読書（マンガ・BLも）、音楽、刀剣乱舞、ハイキュー!!、ハ
ロプロ、ジャニーズ、2.5

音楽(昔のフジロック、サマソニ)、美術、華道、日本酒、読
書、料理、オレペ、暮しの手帖

はじめまして。ミーハーで趣味が多いので、他の方はどんな趣味
生活を送っているんだろう？と気になっています。オタク的なこと
だけでなく、恋バナ、仕事、メンタル（通院中）…など、日々の
暮らしについてものんびりお話しできたら嬉しいです♪ よろしくお
願いします。

小さい頃から手紙を書くことが好きでしたが、ここ数年で復活しま
した。ほっこりするような身近なできごとが好きです。SDGs(特に
食と農)にも関心があります。地域・世代・性別を超えて、様々な
お話を聞かせていただきたいです。※手紙の形式は問いませんが、
送る相手を思いやれないような内容、思想宗教関連、誠実さを感
じられない手紙には返信できませんのでご了承下さい。

女性
40代

まこめっとさん
常陸の国通り 178番地

2022年5月31日まで

女性
20代

音楽鑑賞、ドラマ鑑賞、読書(女性小説家)ヨガ、ラ
ジオを聴くこと、ポスクロ。
はじめまして。 音楽鑑賞は4歳の頃からの趣味です。最近流行り
のシティポップが得意です。 近年は心と身体に良いと聞き、オン
ラインヨガに入会して、約1時間身体を動かしています。 Netflixに
ハマっています。 食べることも好きです。 女性の方希望です。ポ
ストカードも大歓迎です。 色々語り合いましょう！ よろしくお願い
します！

女性
40代

ゆみぼんさん
琵琶湖通り 79番地

2022年5月31日まで

2022年5月31日まで

初めまして！児珠 尋です^^* 時間をかけた温かみのあるお手紙で
のやり取りに興味があったので、登録してみました♪頻度としては、
それぞれペースで交換出来たらなと思います。 ぜひよろしくお願
いします^^*

女性
20代

たろすみさん
お江戸通り 1250番地

2022年8月31日まで

読書、Netflix、ドライブ、お菓子作り

初めて文通します。実はこれまで趣味というしもない私でしたが、
こころの病気を患い、専業主婦になったことで時間に余裕ができま
して、心の交流ができる文通を初めてみたいと思いました。ゆっく
りと日常のことを語りながらこころの交流ができる仲間ができたら
嬉しいです。よろしくお願いします。

アドニスさん
六甲通り 379番地

相模ハマっ子通り 614番地

読書、編み物、ステッカー(B-SIDE LABEL)収集、
可愛いもの全般

読書、お散歩、映画鑑賞

女性
30代

児珠 尋さん

2022年8月31日まで

音楽鑑賞、スポーツ観戦、映画鑑賞、寺社・仏閣巡り、カフェ
巡り、旅行、ゲーム、アロマ、読書
はじめまして。以前、文通をしていましたがまたお手紙を書きたく
なりましたので登録しました。 日常のこと、趣味のことなどお互い
にお話できたらいいなと思っています。楽しくお手紙が交わせると
嬉しいです。よろしくお願いします。

文通をしてみたくて前から気になっていて文通村に入会してみまし
た。 人に手紙書くの好きです！ 最近は読書にハマっていてオスス
メの本などがあれば知りたいです。 お手紙を通して仲良くなれた
ら嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
30代

みづきさん
どんたく通り 295番地

2022年5月31日まで

読書、音楽を聴きながら散歩、ボードゲーム、カ
フェでのんびり
はじめまして。文通初心者です。 上手ではありませんが、文字を
読むのも書くのも好きです。お手紙を通して皆様の趣味や日常の
できごとなど、色々なお話ができたらと思います。封筒や便箋は
どういったものでも大丈夫です。 よろしくお願いします。
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女性
20代

2022年3月2日

あずきさん
なにわ通り 573番地

2022年5月31日まで

女性
30代

読書、散歩、映画、音楽（邦楽ロック）、旅行、
文房具、食べ物、ハロプロ
文房具が大好きで、ハガキやレターセット集めも好きです。使う
機会が増えればと思い登録しました(^^) 食べることが大好きで、
食べ物が表紙、タイトルになっている本を買いがちです。 旅行も
好きで、中国語を勉強中です（なかなか進みません…）。 年齢問
わず、趣味を共有できたり、みなさんの楽しいことを教えて欲しい
です！

女性
50代

なおみさん
なにわ通り 574番地

2022年8月31日まで

女性
20代

わこさん
きびだんご通り 121番地

2022年5月31日まで

女性
20代

ニャオ。さん
ピーナッツ通り 419番地

2022年8月31日まで

女性
40代

女性
30代

トシ子さん
お江戸通り 1252番地

2022年5月31日まで

サボテン栽培、ヨガ、市民オケ（Cb）、美文字練習
中、THE ALFEE(桜井さ～ん!)
転職活動中の鉄道旅好き30代女です。◆福岡県→北海道→東京
都→群馬県→埼玉県→東京都住み。◆マイブームは、地方ローカ
ル線のYouTube検索。特に銚子電気鉄道お気に入り。◆全国４７
都道府県に旅行で宿泊した経験が小さな自慢。◆両親が郵政職員
だったので、親に誓って必ずお返事します(笑)。何卒宜しくお願い
致します。

sakuraさん
なにわ通り 575番地

2022年8月31日まで

音楽、ライブ、旅行、ハンドメイド、カフェ、読書、
文具集め
世の中の枠にとらわれない、変わった人間です。V系大好き雑食バ
ンギャ。今の本命はvistlipです。他にもいろいろ行きます、聴きま
す。ロリィタ回帰したくてダイエット中。フクロモモンガの飼い主。
せっかちなくせにマイペースな面も。年齢にとらわれず、いろんな
方といろんな話をしていきたいです！既婚のため女性限定でお願
いします。

男性
40代

おっことぬしさん
お江戸通り 1251番地

2022年5月28日まで

釣り、映画鑑賞、育児、食べ歩き
新たな趣味として文通に興味を持ち入会してみました。
最近字を書くことも減りすぐに字が出てこないこともあっ
たのでこれを期に実際に文字を書いて知らない人と交流
してみたいと思いました。

女性
20代

読書、映画鑑賞、水族館に行くこと、カメラ、おしゃ
れ、ダイエット
初めて利用するのでいろいろわからないことばかりですが。よろし
くお願いします！！ 田舎でロリィタをしながらひっそり暮らしてい
ます。趣味は多趣味なので話はいろいろできると思います。興味
があることは飛び込むタイプです！ よろしくお願いします！

2022年5月31日まで

初めまして。 30代主婦です(*^^*) 夫と保護猫2匹と暮らしています。
学生時代に文通、交換ノートをやっていたので懐かしく思い入村し
ました。 字はあまり上手くありませんが、新しい出会いにわくわく
しています。 趣味は幅広く、新しいことも好きなので色々なお話
を聞かせて下さい。

マスキングテープ集め、シール集め、ハロプ
ロ、KPOP、ジャニーズ、手帳デコ
文通初心者です。どこかの誰かと交流したくて始めまし
た。ジャニーズや韓国のアイドルが好きな、可愛い物に
目がない20代です♪ゆるく文通してくださる方と、お手
紙の中で仲良くしたいです。

ピーナッツ通り 523番地

読書、映画、アニメ、カラオケ、動物、写真、ゲー
ム、ハンドメイド、料理

音楽鑑賞、雑貨、ティータイム等々
文通初心者です。 既婚、２児の母です。 フルタイム勤務というこ
ともあり、職場と自宅の往復の毎日で、そんな生活習慣に少し変
化が欲しく、お試し入村させていただきました。 日常のことや趣味
のことなど、いろいろお話しできれば嬉しいです。 また、長く続け
られる文友様と出会えたら嬉しいです。

まぐさん

あんこ餅さん
どんたく通り 296番地

2022年5月31日まで

読書、映画鑑賞、筋トレ、シュノーケリング、散歩、
食べ歩き、DIY、色鉛筆画
昔から、手紙を書くことが好きでした。今年は、引っ越したりと周
りの環境がガラリと変わりました。これを機に、自負自身が好きな
ことをやりたいなという思いが強くなりました。好きな文通を通し
て普段では、出会えない方達と文字を通してお話しできたらなと
思ってます^ ^ 食べることが好きなので、ご当地のおすすめな食べ
物など教えてください^ ^ よろしくお願いします★

女性
40代

みやぼんさん
相模ハマっ子通り 615番地

2022年8月28日まで

文通、読書、編み物、レジン、消しゴムはんこ、
プラ板、散歩、お酒、料理など
はじめまして。仕事、3人(大学生娘、今年4歳息子今
年1歳息子)の子供ほぼワンオペママです。文通は10年く
らいやってます。女性限定で年齢問いません。キッチン
ドリンカーの私ですがよろしくお願いします。

5

第292号
女性
20代

2022年3月2日

さくらんぼさん
きりたんぽ通り 54番地

2022年5月28日まで

女性
30代

女性
20代

ネイさん
相模ハマっ子通り 616番地

2022年5月31日まで

女性
20代

こじ子さん
もみじ饅頭通り 177番地

2022年5月31日まで

女性
20代

女性
20代

麻婆豆腐さん
うつくしま通り 128番地

2022年5月31日まで

女性
40代

2022年8月31日まで

女性
10代

ほたてさん
きびだんご通り 122番地

2022年5月28日まで

音楽、ドラマ・アニメ鑑賞、ゲーム
幼い頃から手紙を書く事が好きです。 最近でも文具店に立ちよっ
ては可愛い便箋を眺めていましたが、スマホばかりで手紙を送る
相手が居ないのでこちらに登録してみました。 また、趣味以外に
も好きな事は動物と触れ合うことや美味しい物を食べることです！
趣味・好きな事や、気が合う方と沢山お話してみたいです。

女性
30代

もっちさん
相模ハマっ子通り 617番地

2022年8月31日まで

旅行、温泉、音楽、ドラマ、文房具
既婚子なし30代前半です。最近相模ハマっ子通りに引越してきた
ばかりで、これを機に昔やっていた文通をまた始めたくなって入村
しました！日常の話、趣味の話、見知らぬ人だけに言えるここだ
けの話…etc 色々なことを共有できたら良いなと思ってます(^^)よ
ろしくお願いします。

きりんさん
相模ハマっ子通り 618番地

なにわ通り 576番地

はじめまして。一人の時間が好きながら、誰かと交流を持つのも
好きなので、文通を始めようと思い立ちました。 慌ただしくすぎて
いく日常で、手紙特有のゆったりとした時間を味わえたらと思って
います。 学生時代、コバルト文庫を夢中で読んでいました。特に
はるおかりのさんの大ファンです。 恋愛小説と恋バナを聞くことが
好きです。 よろしくお願いします。

映画館に行くこと、食べること、寝ること、好きな
音楽を聴くこと
甘口派です。

さらさん
読書、映画、アニメ、ゲーム（ポケモン）、お菓
子・パン作り、恋バナ、創作

アニメ、漫画、猫又おかゆちゃんのゲーム配信を
見ること
もともと手紙を書くことが好きで、離れている幼なじみとも約20年
文通をしています。家でアニメや漫画を見ることが多く、運動は犬
の散歩と筋トレぐらいですが、オリンピックを見てからカーリング
してみたいと思っているところです！お手紙でいろいろお話できた
ら嬉しいです(*˘︶˘*)

2022年5月31日まで

田舎に住む独身会社員です。 のんびりシンプルに暮らしながら、
一人で作業する事が好きです。 小さな頃から不思議な話を知るの
が楽しくて、昔はオーラの泉をよく見ている子供でした。 コロナ前
まで毎年京都に旅行に行っており、今後は色々な街に行ってみた
いです。 年齢や文通ペースは問いませんので、お気軽にお手紙く
ださい。

読書、日記、ピアノ、ファッション、多肉植物、海
外ドラマ、睡眠、雑貨屋巡り、音楽
世渡りが下手でうまく生きられない20代です。文字でなら自分を
ありのままに表現できて、純粋に人と人の繋がりができるんじゃな
いかと思い入村しました。日常生活やふとした瞬間に思ったことな
ど、文通を通して色んな方の世界と感性を垣間見れたら楽しいだ
ろうなと思います。世界が狭いので最近は気が向けば図書館に新
聞を読みに行っています。こんな私でよければ宜しくお願い致しま
す。

どんたく通り 297番地

読書、空想、不思議な話(オカルト等)、食べる事、
イヤリング集め、文房具・雑貨巡り

・Switch(どうぶつの森、スプラトゥーン) ・YouTube(日常動
画をよくみます)

27歳社会人です。日々のことなど色々お話できたら嬉し
いです。よろしくお願いします！

オレンジさん

2022年8月31日まで

文具集め、読書、海外ドラマ、花、散歩、切り絵
綺麗な字ではないですが、書くことは好きです。便箋、レターセッ
ト、ノートや手帳、書くものや用具は大好きでたくさん集めてしま
いましたが、気軽にやり取りできる方がいないので登録してみまし
た。ちょっとした一言だけでもやり取りできたら素敵だなと思って
おります。どうぞ宜しくお願いします。

女性
50代

ふみぞうさん
相模ハマっ子通り 619番地

2022年8月31日まで

読書、音楽鑑賞（80年代洋楽、ゴダイゴ、ゴスペル）、文
楽鑑賞、文具集め、写真(素人)
SNSで偶然この村を知りました。小学生の頃に文通をしていたので
すが、最近はすっかり書くことにご無沙汰です。でもこの村で
色々な方々と手紙のやり取りが出来たら楽しいだろうなと思い、入
会を決めました。宜しくお願いします。
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女性
10代

2022年3月2日

あみっこさん
しゃちほこ通り 422番地

2022年5月31日まで

編み物、手芸、読書、ミシン、漫画
はじめまして。文通は初心者です。SNS繋がりなどではなく、温
かみのある紙でのやりとりがしたいな、と思いはじめました。 編
み物が好きで、今はかぎ針しかやったことがないですが、棒針に
も挑戦してみたいと思っています。他にも、手芸やミシンが好きで
す。読書は小説を読むのが好きで、通学中などに読むことが多い
です。 よろしくお願いします！

