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第293号

2022年3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。

女性
50代

ムーミンさん
ちょるる通り 1番地

2023年3月15日まで

女性
50代

文通、旅行、文具、切手集め他

あずささん
古都みやび通り 57番地

2023年3月15日まで

こんにちは。 あずさと申します。 夫と一歳未満の娘と暮らしてい
る新米ママです。 英語が勉強したくてポスクロを中心に活動して
います。 読書が好きでかつては年間300冊程読んでいましたが、
今は育児による寝不足で全く読めていません。それでも本は好き
なので、おすすめの本など教えていただけると嬉しいです。 よろ
しくお願いします。

シークレットさん
砂丘通り 28番地
読書

女性
20代

2022年6月15日まで

みりゅきーさん
お江戸通り 1077番地

2022年6月15日まで

コスメ、メイク、文房具収集、文通、通販、ネット、
ゲーム、アニメ鑑賞
こんにちは、はじめまして！ その他の趣味…勉強、音楽（カラオ
ケ）、占い、睡眠、おしゃべり（通話アプリ）、手芸など。 ロン
レタ派の彼氏持ちでメンタルがあります。文通歴は５年になりま
す。ＮＧな話題は特にありません。 どうか良いご縁がありますよ
うに。

女性
20代

小夜さん
ピーナッツ通り 525番地

2022年9月15日まで

ブログを見ること

読書、紅茶、ひとり旅、カフェ、自然、洋楽

高校生の頃、文通をしていました。 最近になって、ふと
また手紙を書いてみたくなりました。コロナで旅行に行
く事も出来ず、家で出来る事が何かしたいと思ったのが
きっかけです。宜しくお願いします。

はじめまして。医療関係の仕事に就いていますが、現在は体調不
良により休職中です。 この機会に様々なものに触れ、自分の世界
を広げていきたいなと思いました。 皆さんと楽しく温かい繋がりを
持てたら嬉しいです。

女性
40代

旅行

2022年6月15日まで

何年か前に入会していましたが、自然の流れで退会して
しまいました。前にお手紙を下さった方や、今度の自
己PRで私に目が留まった方、お手紙お待ちしております。
よろしくお願い致します。

読書（小説）、漫画、鉄道、どうぶつの森、バレーボール、
国内旅行、Postcrossing

女性
60代

茶畑通り 15番地
カフェ、ランチめぐり、文通

はじめまして。文通大好きの主婦です。ポストカードで、
やり取りして下さる女性、よろしくお願いします。スロー
ペースで優しい方、年齢不問、日常なこと、趣味のこと、
いろいろ話しましょう。

女性
30代

みどりさん

ジョジョさん
もみじ饅頭通り 178番地

2022年6月15日まで

女性
40代

すみれさん
きびだんご通り 123番地

2022年9月15日まで

クラシック音楽、ミセスグロスマン、ピアノ(ショパン)、バレ
エ、スケート、サマンサモスモス

読書、手帳活動、文房具、軽登山、ピアノ(大人か
らはじめました)、食べ歩き

小学生の女の子のママで、通信制の大学で勉強しています。 10年
くらい海外文通(ポスクロ)を楽しんでいますが、国内文通もいいな
と思い、この度文通村に入会させて頂きました！ ご自身やお子さ
んの習い事や趣味、子育てや子供服のお話をしませんか？ ポスト
カードや短い手紙も、大歓迎です。 マステや可愛いシールも集め
ているので、嬉しいです。

はじめまして。 10代の頃は文通をしていましたが、今はSNSやメー
ルばかり。 そんな便利な時代だからこそ、お手紙というツールが
恋しくなり入村しました。 趣味は他にも広く浅く、色々と興味が出
てしまい時間が足りない…！と思う毎日です(笑) 同じ趣味の方は
もちろん、私の知らない世界の方、いろんな方と文通できたらと思
います。 よろしくお願いします。
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女性
20代

2022年3月16日

アカネさん
どさんこ通り 369番地

2022年9月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、ポストカード、音楽鑑賞、旅行
はじめまして！現在大学に通っています。手紙という文章上でのゆっ
たりとしたやりとりに惹かれました。趣味のことから日常のことま
で年代性別を問わずにいろいろな人といろんなお話をしたいです。
よろしくお願いします。

女性
40代

りんごさん
加賀の国通り 73番地

2022年9月15日まで

女性
30代

サモエドさん
古都みやび通り 210番地

2022年9月15日まで

女性
30代

ぽん。さん
どんたく通り 298番地

2022年6月15日まで

女性
30代

男性
20代

マサヤンさん
火の国通り 65番地

2022年9月15日まで

野球観戦(中日ファン)、Netflix、料理(の練習)、フ
ロムゲー
初めまして。仕事をしながら重めの資格を勉強中の20代男です。
勉強の疲労と、一人暮らしの寂しさを紛らわしたく、ゆったりとし
た交流を求めて、文通村に入会しました。手紙のやり取りは経験
が無く、文体や手書き文字なども年齢の割には拙いものになると
思います。しかし、もしやり取りをしてもらえたなら、良い御縁が
続くように頑張りたいです。

ぴよさん
相模ハマっ子通り 621番地

2022年6月15日まで

読書、手帳時間、シールをはじめとしてかわいい
ものを集めること
シールや、文房具などかわいいものが好きです。 集め
るだけでなく、使いたいです。 みなさんにとってのかわ
いいを教えて頂けたら嬉しいです。 もちろん、それ以外
のことでも。よろしくお願いします。

男性
70代

なかうみさん
出雲通り 36番地
カメラ

2022年6月15日まで

読書

２０２１年春退職し、のんびりしています。孫守りが忙
しいですが、断捨離しつつ次の出番を考えています。ど
なたでも交流したいと思っています。よろしくお願いしま
す。

女性
30代

嵐、TEAM NACS、SixTONES、犬夜叉、半妖の夜叉姫、東
海オンエア、ゾゾゾなど…
はじめまして！30歳、既婚、2歳の男の子ママです！字はあまり上
手くないですが、久々に書いてみたいなと思い始めました！上記に
は入りきらなかった趣味もあります！どんな趣味の方も歓迎です♪
繊細さんですが、よろしくお願いします！

2022年6月15日まで

精神的な持病持ちの20代。お手紙を書くために考えてポ
ストカードを買いたいなと思いはじめました。趣味につ
いてゆるく話していきたいです。

ゲーム漫画アニメ、YouTube猫や動物、100均、
お菓子、音楽、クラシック
サモエドと申します! だら～っと話してくれる方募集中
です。メンタル持病もちなので返事はすぐ出来ないかも
しれませんが、必ず書きます。よろしくおねがいします!

相模ハマっ子通り 620番地

美術館巡り、ミュージカル鑑賞、読書、ゲーム、
手帳、ポストカード集め

読書 映画 ドラマ ジャニーズ K-POP ファッショ
コスメ
初心者です。K-POPが好きで遠征をしていましたが、このご時世
お出かけする機会も減り、今は読書をして過ごしています。「水曜
日の手紙」を読んで手紙って素敵だなぁと思い、入村しました。い
ろいろな世代の方と楽しみながらやり取りできればいいなぁと思っ
てます。

ペコさん

しろくまさん
桜島通り 76番地

2022年6月15日まで

神社巡り、紙モノ集め、写真、パン&コーヒー、オカルト/都
市伝説(怖がりですが) 手話
主人とのんびり暮らしのしろくまです。 全く知らない人達との文通
なんてすごいかもしれない…!!という気持ちと、集めたレターセッ
ト達に日の目を…!!との思いで入村しました。 お互い無理なく気長
に続けられたらと思っています。

女性
20代

りんごさん
きびだんご通り 124番地

2022年6月15日まで

スイーツ作り、マステ、映画鑑賞、旅行、スキー、
グルメ
はじめまして！ 医療系の仕事をしていましたが現在体調を崩して
しまい、休職中です。 元々お手紙を書くことが好きで、便箋やマ
ステなど選んでる時間がとても楽しいです♪旅行やドライブに行っ
ていろんなことに触れるのも好きです♡ 文通を通じて新しいことを
見つけれるといいなと思っています。よろしくお願いします！

3

第293号
女性
40代

2022年3月16日

野枝さん
古都みやび通り 211番地

2022年6月15日まで

男性
30代

女性
20代

ちあぴさん
ピーナッツ通り 526番地

2022年9月15日まで

女性
20代

みぁこさん
とちおとめ通り 130番地

2022年6月15日まで

女性
40代

女性
20代

うゆさん
お江戸通り 1254番地

2022年6月15日まで

女性
30代

うずらさん
きびだんご通り 125番地

2022年9月15日まで

お絵描き・読書(漫画多め)・お菓子作り・手芸
はじめまして。 字を書くことが好きで他の人との交流で
手書きの温かみを感じたくて入会しました。 いろんな方
とお話をしたいと思っています。 よろしくお願いいたしま
す。

相模ハマっ子通り 624番地

2022年6月15日まで

3人の子どもがいる主婦です。ママ友社会に馴染めず、LINEもやっ
ていない変わり者ですが、大好きな文通でたくさんの方と交流し
たいです。マドモアゼル愛さんのYouTubeや占いなど、見えない
世界を探求するのが好きです。世代性別形式などは問いませんの
で、気楽にお互いのペースでやり取りできたら嬉しいです。

女性
30代

はるさん
お江戸通り 1253番地

2022年9月15日まで

読書、アニメ、映画鑑賞、美術鑑賞、音楽、線画、ウクレ
レ、タロット占い、語学勉強、食
二児の母です（男中1、男小1支援級通学中） １日一杯のコーヒー
と読書、音楽が至福。 何かを紙に書くこと、仏教の思想が好きで
す。 マインドフルネス学び中。 楽しいことや嬉しかったこと、悩み
を話したり、四季を感じてふとお手紙だしたり、情報交換しながら、
ほっこりできる文通できたら嬉しいです。

女性
30代

ゆけむりさん
しゃちほこ通り 423番地

2022年6月15日まで

読書、散歩、文房具、絵、心理学、芸術鑑賞

Netflix・アニメを見る・YouTubeを見る・猫カフェに行く事・
カフェ巡り
はじめまして!最近転職し、地元を離れ一人暮らしを始めました。
少し寂しいので気分転換にと始めてみました!どんな年代の方でも
好きなものが一緒でなくても大歓迎です!是非仲良くして下さると
嬉しいです! like♡→関ジャニ∞【横山君】・SixTONES・小野大輔さ
ん・アニメ・水溜りボンド・東海オンエア・あいみょん・猫【猫カフェ
に通ってます】

ポンコツさん
歩くこと、書くこと、自然を感じること、ピラティス、あつ森、
占い、オラクルカードリーディング

読書、編み物、縫い物、たべること！
はじめまして。 ２０代後半、シンママで2人の子供がい
ます！！ 趣味のお話や子育てのお話など出来たらうれ
しいです！ よろしくお願いします

2023年3月15日まで

字の練習していましたが、人に見てもらわないと駄目な気がしてき
た30代前半の男です。どなたか練習に付き合って頂けると嬉しい
です。 陰キャグループ育ちのイキリキャラだったので陰も陽も司っ
ています。YouTubeやアマプラを作業がてら流すのが好きです。
大体毎日身体のどこかが筋肉痛です。 このために実家から便箋を
送ってもらいましたがまさかの縦書き！

読書、映画、麻雀、カメラ、旅行、東京タワー、お料理、
コスメ、紙モノ、漫画アニメ、紅茶など
はじめまして、閲覧ありがとうございます♡ 夫と2人暮らしのパー
ト主婦です。 子どもたちと関わるお仕事をしております。 字を書
くことやコラージュが好きです(*^_^*) 図書館や美術館へ行ったり、
夫の影響で麻雀(Mリーグ･雀魂)にハマり、毎日楽しんでいます。
お互いを尊重し合える関係を築きたく思いますので、よろしくお願
い致します♡

相模ハマっ子通り 623番地

映画観賞、ゲーム、アニメ、歌、筋トレ、ロード
バイク、洋裁、ボランティアなど

手芸・紅茶・美術館＆博物館・紙モノ文房具・読書・ゲーム
（刀剣乱舞）・フィギュアスケート観戦
野枝（やえ）と申します。 紙モノ、手紙グッズが溜まる一方のた
め、文通を始めてみようと思いました。及川光博（ミッチー）のベ
イベーです。基本、年季の入ったオタク気質です。趣味や興味の
ある事には浅く広く。知らなかった事を知るのが大好きなので、オ
ススメの事を教えてください。 ミニレターや一筆箋歓迎です。ゆ
るく手紙の送り合いができれば良いと思います。

じよじさん

故郷を離れ都会で1歳児を子育て中です。慣れない環境での慌た
だしい毎日の中ずっと張り詰めたような気持ちでいたのですが、
最近、昔から好きだったもののことをもう一度思い出そうとしてい
るところです。趣味に書いたのがその一部です。友達とのお手紙
のやりとりも好きでした。メールでは省いてしまうような気持ちや
出来事の話をお手紙を通じてやりとりできたらいいなあと思います。

女性
20代

朝霧了さん
ピーナッツ通り 527番地

2022年6月15日まで

文章を書くこと、絵を描くこと、動画・映画・アニメ
鑑賞
子どもの頃から文章や手紙を書くのが好きで、事あるごとに友人や
家族と文通をしていました。今では周りの人は忙しくなってしま
い(自分も仕事に明け暮れていますが)文通でのゆっくりとした言葉
のやり取りがしたく、入会しました。 現在は旅行業で働いてい
る27歳です。旅行、犬、グルメ、マンガなど多趣味です。よろし
くお願いします！
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女性
20代

2022年3月16日

茶々珠さん
もみじ饅頭通り 179番地

2022年6月15日まで

女性
30代

YouTube、読書、猫、お茶全般

むぎさん
六甲通り 380番地

2022年6月15日まで

人生で初めて引越しをし、都会から田舎へ移って生活をしています。
新しい土地でならない文化や言葉に囲まれて過ごしています。 家
族とも離れ生活するなかで、文通を通してなにげないお話ができ
たら嬉しいです。

なまけんぼさん
阿波の国通り 40番地

女性
40代

2022年9月15日まで

はじめまして。50歳を迎え、子供も少しずつ手が離れ、自分の時
間が作れるようになってきたので、入村させていただくことにしま
した。深い趣味はないのですが、好きなことを見つけ、日々過ご
していきたいと思っています。 同年代の女性の方とお話できました
ら、嬉しいです。よろしくお願いします。

せさん
さるぼぼ通り 112番地

2022年6月15日まで

女性
30代

なっちゃんさん
お江戸通り 1256番地

2022年6月15日まで

サウナ、みうらじゅん、ＤＩＹ、キャンプ、古着、
ドライブ
はじめまして！サウナが大好きな39歳0型、旦那と娘と3人ぐらし、
事務の仕事をしています。 ふと思いついて登録してみました。素
敵な皆様と文通できるのをとても楽しみにしています。 趣味や生
活のことなど何でも書き合いましょう♪ 好奇心旺盛なほうなので、
何でも話してもらえると嬉しいです！ 「さん付け」せずに「なっちゃ
ん」とお呼びくださいネ★

どさんこ通り 370番地

2022年9月15日まで

はじめまして。直接人と喋るのは不得意ですが文章を書くのは好
きなので登録しました。転勤族。 最近の楽しみは夜、YouTubeを
流しながら酒を飲み飲み常備菜やおつまみを作ること。 話を聞くの
も好きなのでお住まいの場所についてや日々の事などおしえても
らえると嬉しいです。生活の合間にのんびりやりとりできればと思っ
てます。よろしくお願いします。

男性
40代

ノーボさん
ちゅら海通り 72番地

2022年6月15日まで

コーヒー
沖縄在住。コーヒー好きの40代です。

女性
30代

ドール、創作、ものづくり、ミシン、動物、写真、
散歩
初めまして。仕事やSNSに疲れてしまったところ、昔雑
誌から文通をしていたのを思い出しここにたどり着きま
した。 字は綺麗ではないですが、色々な方の日常のお
話を聞きたいです。

久絵さん
読書(漫画/小説)、映画、散歩、食べる事、カップ
ラーメン

手帳、文具、多肉植物、すずらん、読書

女性
30代

2022年6月15日まで

0歳息子の育児中です！ 育休中に新しい趣味や素敵なお
友達ができたらと思って文通村を始めてみました。 日常
の楽しいこと、モヤモヤすること、などをおしゃべりで
きたら嬉しいです♪

ドライブ、遠出、温泉、茶道、美術鑑賞、キャン
プ、神社仏閣巡り、料理など

女性
50代

常陸の国通り 179番地
読書、YouTube鑑賞、文具巡り

最近、万年筆を買ったので誰かに手紙を書きたくて始め
ました。インク沼にはまりつつあります。 よろしくお願
いします。

女性
20代

みーこさん

ぐりーんさん
お江戸通り 1255番地

2022年9月15日まで

料理、道の駅、ランニング、文房具集め、蕎麦打ち、めだ
か、ベランダ菜園、お茶、美術館巡り
食文化に興味のある食いしん坊です。ご当地グルメや、スーパー
で見かけた美味しいもの、おすすめレシピなどの情報交換などで
きると嬉しいです。 幅広い年代の方と交流出来れば幸いです! ポス
トカードコレクションがいっぱいになったので、時々ポストカー
ド(はがき)でのお便りさせて下さい。

女性
40代

いなさん
日向の国通り 48番地

2022年9月15日まで

ドライブ、国内旅行、温泉、スポーツ観戦、宝塚
（花組）、手芸、サイクリング
ひとりでのんびり暮らしてます。親が転勤族で、子どもの頃から文
通での交流が好きだったなあと思い出し入会しました。筆は遅い方
ですが、老若男女色々な方とゆっくりでも温かいやりとりができれ
ば嬉しいです。レターセットに限らず、昔あちこちに住んでいた時
に集めたポストカードや一筆箋も活用したいと思っています。
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女性
20代

2022年3月16日

かえさん
古都みやび通り 212番地

2022年9月15日まで

女性
10代

カフェ巡り、映画鑑賞、音楽を聴くこと(邦
楽、KPOP、ZOC)
音楽は何でもですが特に女性アイドルが好きで、KPOP(元IZ*ONE
のユリが大好き、他のアイドルもみんな好きです！)も日本(ZOCは
巫まろちゃん推し、坂道、イコラブなどは浅く)も2次元(主にデレス
テ)も好きです。サンリオも好きで、グッズ集めにハマっています。
レタセは百均でも何でもOKです。

女性
20代

くぬぎさん
お江戸通り 1257番地

2022年6月15日まで

女性
20代

ちよさん
相模ハマっ子通り 625番地

2022年6月15日まで

女性
40代

桜吹雪さん
なにわ通り 458番地

2022年6月15日まで

女性
50代

六甲通り 383番地

2022年6月15日まで

初めまして。はーりんと申します。専業主婦しています。子育てが
一段落して、何か自分のために初めたいなと思ってたところ、文通
村を見つけました。便箋や葉書に文字を書くことは若い頃から好き
だったので手紙を通していろんな人とお話しできたらいいなと思っ
ています。よろしくお願いします。

女性
30代

がらっぱさん
桜島通り 77番地

2022年9月15日まで

手芸、万年筆、インク、文通、メモ魔、思ったこと
考えたことを発信すること、
よろしくお願いします。話を聞くのが好きです。手紙では短い返信
でもいい方や何でもいい、気楽な交流がいいので、いいことも悲
しいことも話せたらいいなと思います。 無理には押し付けませんの
で、ダメだなと思ったら断ってくださいね♪

女性
30代

あさぎりさん
相模ハマっ子通り 626番地

2022年6月15日まで

海外ドラマ鑑賞(Hu-lu)、読書、滝巡り、カフェ巡
り、ドライブ、温泉

はじめまして一時期忙しく時間が取れなくなった為ぬけたのですが、
文通の魅力にひかれ再入村させて頂く事にしました。色々な方とお
話出来ればいいなとおもいます。好きなものは文通、ネコ ウサギ
ハムスターなどの動物(爬虫類、昆虫は除く) 100均 ネットサーフィ
ンなどです。宜しくお願いします。

アレッタさん
上州三山通り 112番地

はーりんさん
ウォーキング、お料理、絵を描くこと

文通 100均一巡り

女性
20代

2022年6月15日まで

はじめまして 夏織といいます。文章は苦手ですがお手
紙を趣味にできたら素敵だなと思いお相手を探しており
ます。 月に1回程度お返し出来ると思います。 どうぞよ
ろしくお願いします！

漫画、ミュージカル、喫茶店、歌、絵を描くこと、
旅、紅茶
漫画を読むことが好きです。最近は銀魂や呪術廻戦にハマって
います。また、ミュージカルは宝塚・東宝・四季・2.5と色々観に行っ
ています。 新しいことに挑戦してみたくてはじめました。いろん
な年代、趣味の方とお話ししてみたいです！よろしくお願いします。

どんたく通り 299番地
読書 バンド音楽 イラスト

お菓子作り、街歩き、食べること、自然(虫や花)、
絵本、音楽、映画、雑貨集め
はじめまして。可愛い雑貨や文房具を集めるのが好きで、せっかく
なら使う機会が欲しいと思い、入会しました。本来なら出会うこと
のなかった方々と、色々なお話をしてみたいです。熱中しているこ
とや日常の些細なこと、ささやかな文具交換など、、趣味や年齢
が近い方もそうでない方も、ぜひゆっくりお話ししましょう〜！

夏織さん

2022年6月15日まで

読書、美術館、博物館、ミュージカル（宝塚）、ディズニー
映画、管弦楽、YouTube、猫
色々な方と交流してみたいと思い、入村しました。文通は今年になっ
てから始めた初心者です。手紙を書くときの、相手を思って文具を
選び、ペンを選び、便箋と向き合う時間に幸せを感じます。宝塚
や美術が特に好きで、演目や絵画・画家などについて交流出来た
らなと思っています。その他、読書や猫も好きなので、本のお話
や愛猫の褒め合いなども大歓迎です！ よろしくお願いします。

コロナ禍で趣味もあまり外に出られず読書や海外ドラマ鑑賞が主
です。ネットで文通村のことを知って、いろんな方と交流が出来た
ら嬉しいと入村いたしました。仕事は医療関係で、仕事以外はの
んびりまったり生活をしています。文通初心者であまり凝ったこと
は出来ないと思います。文章量にこだわらず、のんびりとお互い
のお話が楽しめたら嬉しいです。よろしくお願いします。

女性
20代

おちゃぴさん
お江戸通り 551番地

2022年6月15日まで

はじめまして。何か新しいことを始めたいなと思い、文通村
にやってきました。レターセットやシールを使って様々な方と
のんびり手紙を通して話せると嬉しいです。どうぞよろしく
お願いします。
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男性
40代

2022年3月16日

やったーマンさん
出雲通り 20番地

2022年6月15日まで

音楽鑑賞、映画、読書
只今45齢ですが、最近、自分の存在をアピールしたく、この文通
村に興味が注がれ、丁度いい機会かな？を思い文通したくという想
いです。私は何もない身分ですが、新しい世界へ一歩踏み出そう、
そんな今日この頃です。

