
第294号 2022年3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。
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のりさん
上州三山通り 24番地 2022年6月30日まで

女性
30代

手紙を書く、レターセット集め、国内旅行、掃除

はじめまして。お手紙を書くのが好きで友達と送り合っ
た時期があり、なつかしく入会させて頂きました。旅行
も好きなので、色々な地域の方と交流できたらいいなと
思っています。よろしくお願い致します。

山田さん
どさんこ通り 195番地 2022年6月30日まで

女性
20代

映画、読書、写真、イラスト、ハンドメイド、ゲー
ム、動画

初めまして。男女問わずさまざまな方といろいろお話で
きたら嬉しいです。

カメタロウさん
なにわ通り 365番地 2022年6月30日まで

女性
20代

映画鑑賞、読書、ボタン収集、フィルムカメラ、
ポストカード収集、銭湯

こんにちはカメタロウです。最近、友達がどういう字を書くのか知
らないことに気がつき、今こそ手紙を書かないと！と思いたちまし
た。映画、本、音楽など好きです。漫画も少し読みます。くらも
ちふさこ先生が特に好きです。趣味や日常のこと、性別、年齢問
わず、たくさんの方とお手紙交換ができたら嬉しいなと思います。
新しい文通の御相手も募集しています

三太さん
ピーナッツ通り 398番地 2023年3月31日まで

男性
60代

演芸鑑賞

再入村しました。チョイ脚が不自由な孤独老人です。 普
段人と接する事が少なくなったので、文通を又始めたい
と思いました。 よろしくお願い致します。

ひろみさん
六甲通り 318番地 2022年6月30日まで

女性
30代

文通/ｽｸﾗｯﾁｱｰﾄ/ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ/ﾐｭｰｼﾞｶﾙ/ｺﾗｰｼﾞｭﾉｰﾄ/ﾃﾞｺ日記

はじめまして　ひろみと申します。 専業主婦で暇があれば趣味の
ことを色々やってます。昔から文通が好きでやっていたのですが、
一時やめていましてまた最近始めたところです。 よかったら文通し
ましょう♪ よろしくお願いします<(_ _)>

かわせみさん
お江戸通り 1034番地 2022年9月30日まで

女性
20代

読書、散歩、ピアノ、相撲観戦、旅行など

現在、社会人一年目です。友人が少なく、いろいろなことを話せ
る仲間がほしかったため文通を始めました。趣味が合う方とも、そ
うでない方とも、気軽にやりとりできればと思っておりますのでど
うぞよろしくお願いします。

くまちゃんさん
相模ハマっ子通り 622番地 2022年6月30日まで

女性
30代

文通、SNS更新、ショッピング、紙もの集め、料理、
お菓子作りなど

初めまして。久しぶりに戻ってきました！。一児の母親
になりました。家事、育児の合間の趣味として行いたい
と思っています。共通点のある方是非お手紙待ってます！
宜しくお願いいたします！

あっちゃんさん
古都みやび通り 213番地 2023年3月31日まで

男性
40代

歩くこと、献血、ラジオ、映画鑑賞

四国で歩き遍路をしています。4巡して先達になりました。東京エ
クストリームウォーク100を毎回完歩しています。ラジコで伊東四
朗吉田照美親父熱愛を聴いています。
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ぽてとさん
彩の国通り 554番地 2022年9月30日まで

女性
30代

読書、100均巡り、バイク、スノボ、ガチャガチャ、
ハンドメイド

文通は初めてです。既婚、子無し、フルタイマーです。
まったり続けていけたらと思っています。よろしくお願い
します。

ありこさん
琵琶湖通り 80番地 2022年9月30日まで

女性
50代

読書、ポスクロ、旅行、料理、ガーデニング、貝
殻集め、

初めまして。 小さい頃から文通が好きです。 文通と同じくらい文
房具なども好きです。 あと料理も大好きで、いろいろな国の料理
を作るのが好きです。 読書、ポスクロ、旅行、ガーデニング、貝
殻集めなども好きです。 よろしくお願いします。

まいまいさん
どさんこ通り 371番地 2022年6月30日まで

女性
20代

紙もの、マステ、シール、ステッカー、チケット、
コラージュ、漫画

2022/3に入会しました！ 漫画/コラージュ系素材系全般/お菓子/お
酒が好きです♡ 字を書くのが下手なのですが、気にしない方は気
軽に文通相手になってくださると嬉しいです★ また、コラージュが
好きな方との文通では1点からでもお互いの好きな素材の交換等
も出来たら素敵だなぁと思っております♡

東雲さん
さぬき通り 70番地 2022年9月30日まで

男性
20代

読書、映画鑑賞、音楽、ジム、カフェ巡り、ゲー
ム

色々な方と交流してみたいと思い入会しました。 手紙だからこそ
できる相談や恋愛話､日常的なことでも何でも自由に楽しく書いて
たくさんの文通村の住人さんと文通で繋がりたいと思っています｡
老若男女問いませんのよろしくお願いします｡ たくさんの住人さん
との手紙のやり取りができることを楽しみにしています｡

しろくまさん
阿波の国通り 41番地 2022年6月30日まで

女性
30代

読書、韓国ドラマ、散歩、料理、パズル、オーディブル、
勉強、釣り、ゲーム、漫画、塗り絵

はじめまして、しろくまと申します。 私は32歳で、5歳の子どもと
夫の3人暮らしです。猫も飼っています。趣味は割と幅広く、楽し
そうなことは何でもやってみてます。鬱病を患っているのですが、
真面目な話や楽しいお話ができると嬉しいです。何卒よろしくお願
いします。

ととさん
きりたんぽ通り 55番地 2022年9月30日まで

女性
40代

読書・ドライブ・旅行・温泉・食べること・You Tube(怪談・犬
や猫・もえあず)

はじめまして。夫と二人暮らしで、介護助手をしています。週3日
認知症の母の介護のため、片道1時間かけて実家通いと、多忙な
毎日ですが。とあるお寺の副住職さんと文通し、英語が好きな母に
〈英語で絵手紙〉も送る筆まめです。宿泊補助をフル活用し、県
内の宿も回っています。越境出来ない今だからこそ、他県の皆様
と楽しく手紙でお話し出来たらと思っています。宜しくお願いします。

たいやきさん
茶畑通り 225番地 2022年6月30日まで

女性
20代

たい焼きを食べること、映画観賞、読書、禍話を
聴く、SixTONES

はじめまして。 たい焼きを食べることが好きです。 ジャンルは偏
りますが、映画観賞や読書も好きです。 ツイキャスの禍話をよく
聴いています。 文通で様々な方とやり取りできたらと思います。
よろしくお願いいたします。

もえもえさん
お江戸通り 1258番地 2022年6月30日まで

女性
20代

アイドル(INI、JO1、K-POP)、韓国ドラマ、韓国語
勉強、歌うこと、お酒

フリーターしながらオタクしてます。 常に推しがいないと生きてい
けないタイプです。 HSPと日々闘っています。 韓国語そこそこ理
解できます。 日常の何気ないこと、好きなこと、悩み、何でも気
軽にお話ししましょう。 レタセや形式など気にしません。 趣味が合
う方も、そうでない方も、たくさんやりとりしたいです。(女性の
みでお願いします。)

はちみつさん
ちょるる通り 68番地 2022年6月30日まで

女性
30代

文通、料理、カフェ巡り、御朱印帳集め、100均に行く事、
インスタ、マステ、元吹奏楽部、旅行

はじめまして。私は文通するのが大好きです。手紙書いていると
落ち着きます。 私は独身で仕事はしていません。 はまっているの
はポーセラーツ、アロマ雑貨作り、スクラップアルバムです。 字
は綺麗な方ではないですがよろしくお願いいたします。 お互いの
ペースで文通しましょう。 女性希望、20代～40代の方よろしくお
願いいたします

きいさん
相模ハマっ子通り 627番地 2022年6月30日まで

女性
30代

洋裁、手芸、旅行、散歩、美術館巡り、読書

初めまして！30代前半、夫と二人暮らしの主婦です。お手紙を書
きたい欲が高まっているので登録しました。日常や趣味のことはも
ちろん、過去の旅行話やこれから行きたい所などもお話しできた
ら嬉しいです♪女性希望で、形式や文章量・年齢は問いません。(こ
ちらはレターセット使用予定)よろしくお願いします。
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洋さん
越後通り 132番地 2022年6月30日まで

女性
20代

お菓子作り、漫画、ショッピング、カフェ巡り、ゲー
ム

みなさんの好きな事を知り、自分の世界を広げてみたいと思い始
めさせていただきました！今はゲーム（あんスタ）が好きです。
最近舞台や文章を考えたり絵を描いたりなどの創作も楽しくなって
きました。色々なことに興味があるのでどんなお手紙でも嬉しいで
す〜お返事はゆっくりですがお気軽に！

ミルキーさん
お江戸通り 1259番地 2022年6月30日まで

女性
40代

英語と中国語の独学、ウォーキング、リングフィットアドベン
チャー、Netflix 鑑賞

南関東に住んでいる専業主婦です。夫と愛猫と暮らしています。
お笑いが好きで、一番好きな芸人さんはオードリー（特に若林さ
ん）です。M-1で準優勝する前年の2007年からファンをしています。
よろしくお願いします。

めぐみさん
越中通り 73番地 2022年6月30日まで

女性
40代

音楽鑑賞、YouTube、ファッション、美容

はじめまして！ 飼ってないですが、犬や猫が好きです。
フリマやコスメ、マスキングテープが好きです。よろし
くお願いしますm(_ _)m

くまさんさん
なにわ通り 4番地 2022年9月30日まで

女性
50代

文具収集、編み物、ジグソーパズル、映画鑑賞、
ゲーム

53歳になっても人見知りは治らず対面で話すのは苦手な私です。
言葉って難しいですよね。その点「フミ」というのは相手のことを
思いながら一言一言したためられる。字も絵も下手ですが文字を
書くことは好きなのです。 デスクワークでパソコンと睨めっこの毎
日で手書きのお手紙が愛おしくも感じるこの頃、楽しく他愛無いお
話が出来るといいなと思います。

りぼんさん
どんたく通り 300番地 2022年6月30日まで

女性
40代

お散歩、韓国ドラマ鑑賞

初めまして。家族以外では職場との知り合いとしか話す事もなくな
り、新しい世界へ目を向けたいなぁと思っていた所、文通村の事を
知りました。凄く心が踊りワクワクしております。年齢、性別問わ
ずに新しいお友達が出来る事を楽しみにしております。宜しくお願
いします。

かえでさん
お江戸通り 1260番地 2022年6月30日まで

女性
20代

ディズニー、サンリオ、紙モノ集め、日記、カフェ、
映画、アニメ、アプリゲーム、美容

趣味は紙モノ集めや人物マステ、ステッカーなど集めた
り、日記を書いたりすることです。ディズニーやサンリ
オピューロランドによく行きます。少しでも趣味が合う
人とやりとりできたら嬉しいです。

草香さん
どんたく通り 301番地 2022年6月30日まで

女性
30代

DVD鑑賞、漫画、アニメ、お絵描き、お菓子作り、雑貨屋
巡り、本屋巡り、お昼寝、旅行

初めまして(^^) 基本インドア派ですが、思い立ったら即行動派です。
自分でもスイッチがよくわかりません(笑)のんびりまったりが好き
です。 小学高学年の息子がいます。 メールやLINEでのやり取り
が多い中で、「文通」という懐かしさに惹かれました。 年齢や性別
にとらわれず色々とお話しできればと思いますので、よろしくお願
いします(*´꒳`*)

なこさん
六甲通り 384番地 2022年6月30日まで

女性
30代

読書、温泉、映画、ピラティス

仕事に追われる日々で、何が新しいことがしたいと思っ
て登録しました。 文通は初めてですが、楽しくやり取り
できればと思います。 よろしくお願いします。

白ヤギさん
加賀の国通り 74番地 2022年6月30日まで

女性
20代

映画鑑賞、筋トレ、TOEIC勉強、旅行

はじめまして！新しい趣味を見つけたいなと思い入村してみました。
文通は初めてなのでゆるゆる楽しくいろんな方とお話しできればい
いなと思っています。 旅行が好きなので、住んでいる場所のオス
スメの観光地・食べ物などを聞かせてください！

ひろふみさん
お江戸通り 1261番地 2022年6月30日まで

男性
20代

映画、マーベル、MCU、バットマン、海外ドラマ、アニメ、
ゲーム、読書、旅行、カフェ、猫

映画、海外ドラマ鑑賞が好きです！ 特にスパイダーマンやアイア
ンマン等のマーベル作品、MCU、バットマンシリーズが好きで、そ
の他ジャンル問わず見てます！ 旅行はディズニーが好きです。 予
定を立てずふらっと外出したりするのが好きです。 よく猫に遊んで
もらいますが、すぐ相手されなくなります。 宜しくお願いします！
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どろちゃんさん
お江戸通り 1262番地 2022年6月30日まで

女性
20代

映画、洋服、ペット、食べること、料理、お花

はじめまして。 可愛いもの、きれいなものが好きな20
代女です。 日頃の事、良かった事などお手紙に書きた
いと思っています。宜しくお願いします

ゆのみさん
かぼす通り 52番地 2022年6月30日まで

女性
20代

漫画を描くこと（二次創作）、レタセ･シール集め、
文具屋巡り

はじめまして、田舎で会社員やってます。アナログで絵
を描くのが好きです。ミニレターやポストカードも大歓
迎です。のんびりやりとりできたらいいなと思います。
よろしくお願いします。

ぱなさん
ねぷた通り 66番地 2022年6月30日まで

女性
30代

散歩、絵を描く、マスキングテープ集め、漫画、
ゲーム実況を観る

初めまして。田舎の片隅で一人暮らしをしているぱなと申します。
自然が好きで、天気のいい休みの日には特に当てもなく散歩に出
掛けるのが好きです。文字を書いて誰かと繋がれることに憧れが
ありました。なんでもない様なことでもいろいろお話出来たらと思
います。よろしくお願いします。

えりさん
ピーナッツ通り 530番地 2022年9月30日まで

女性
20代

読書、散歩、うたプリ

万年筆とインクにハマってしまいました。お気に入りをせっせと集
めてはみましたが、使いどころがありません。そこで、相手や話
題によってインクや便箋を選ぶドキドキと、仕事以外に人と繋がる
楽しさを求めて登録しました。よろしくお願いいたします。

おこぜさん
どさんこ通り 373番地 2022年9月30日まで

女性
30代

•ゲーム•お笑い好き•答えの出ないなんでだろうを考えたり、
空想したりも結構好きです

本日は何かを始めるのに適した日だと知りました。 そんな大きい
ことはできないけど…？ 少し悩み、以前から気になっていた「文通」
を思い出しました！ パソコンを使う仕事で文字を書くことがなくな
り… 漢字がより一層書けなくなり危機感があります。 文字を書く
リハビリが第一の目的です。初心者ですが、是非チャレンジさせ
て下さい！

わらやまさん
六甲通り 385番地 2022年6月30日まで

女性
40代

アニメ、海外ドラマ、映画

アニメは攻殻機動隊、メイドインアビス、ハクメイとミコチetc.ド
ラマは新スタートレック、ピカードシリーズ、BBC制作のいろいろ、
映画は90〜2000年代のが好きです。 永遠の指輪物語、ロードオ
ブザリングファン。

ふしつきさん
杜の都通り 186番地 2022年6月30日まで

男性
20代

書道、音楽鑑賞（ロック）、お酒、野球観戦

字を書く趣味がしたくなり、文通に興味を持ちました。社会人です。
会社と自宅の往復だったり、友達も社内の人だったりするので、い
ろいろな人の日常話やさりげない話を聞きたいです。書道をずーっ
とやっています。ペン字とかではないので、綺麗ではないです…。
お気軽にお手紙ください！よろしくお願いいたします。

かつおジャンプさん
六甲通り 386番地 2022年9月30日まで

男性
30代

テレビ、音楽、漫画

かつおジャンプです、テレビと音楽、漫画が好きです、
宜しくお願い致します。

花梨さん
彩の国通り 556番地 2022年6月30日まで

女性
60代

落語鑑賞､ウォーキング､映画鑑賞､紅茶など

今、1番はまっているのは、落語です。月に1回は寄席か落語会に
行っています。それから、これから、公開される映画のシン・ウル
トラマンを楽しみにしています。落語のチケットを友人に送るため
に文具店で便箋を選び、言葉を選びながら手紙を書いたら、昔、
文通していた頃がよみがえりまた、文通したいと思いこちらのサイ
トを見つけました。よろしくお願いいたします。

うまちゃんさん
古都みやび通り 214番地 2022年9月30日まで

女性
30代

お手紙を書く、読書、ツムツム、かわいいもの集
め

子供の頃から、お手紙が好きでした。 昔は雑誌の文通相手募集に
応募して、何年も文通したなぁと懐かしくなり、ここにたどり着き
ました。 どんな方がいらっしゃるんだろう、いろんな方とお話して
みたいなぁとワクワクしています。 レターセットにはこだわりませ
んし、茶封筒でも構いません。 あなたのお手紙が読んでみたいで
す。 よろしくお願いします。
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らびさん
お江戸通り 1264番地 2022年6月30日まで

女性
30代

アニメ、ゲーム、小説、お絵描き、文具画材収集、旅行、
写真、ポケモン、うさぎ、ハムスター

初めまして。夫とうさぎとハムスターの2人と2匹暮らしをしていま
す。いろんな方と文通で交流が出来たらと思い始めてみました。
絵を描くことが好きなので、絵を描かれる方はイラスト交換が出来
ると嬉しいです！日常のこと、好きなもののことなどお話ししてみ
たいです。よろしくお願いいたします。

ワカメさん
ピーナッツ通り 531番地 2022年6月30日まで

女性
20代

料理、ドライブ、剣道、アニメ鑑賞、お散歩、読
書、朗読を聴くこと、食べること

経済学部所属の大学生です。YouTubeで文通の動画を見たことが
きっかけで興味をもちました。コミュニケーションが苦手ですが、
文通に魅力を感じたので思い切って挑戦させて頂きました。趣味
や些細な日常のことなどをお話しできたら嬉しいです。よろしくお
願いいたします。

さぎりさん
彩の国通り 557番地 2022年6月30日まで

女性
50代

編み物、洋裁、手芸、読書、散歩、スマホで写真
を撮ること

ケガで仕事をリタイアしてから趣味を模索中です。若い頃は学生
時代の友人達と文通したりFAXでやりとりをしていたのに、手書き
の文字に触れることが少なくなって寂しく感じています。いろんな
世代、立場の人と交流出来たら嬉しいです。

アモたんさん
茶畑通り 226番地 2022年9月30日まで

女性
20代

紙モノ ハンドメイド 絵描き 字書き、アニメ鑑賞、音楽、ツ
イステ、ヒプマイ etc.

文通初心者です、！ お手柔らかにお願い致しま
す(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

りらさん
越後通り 31番地 2022年9月30日まで

女性
20代

美術鑑賞、読書、映画鑑賞、宝塚鑑賞、人形作り

ゆっくりとした文通を希望しています。 最近は、休日は読書とドラ
マ・映画鑑賞をして過ごすことが多いです。 最後に読んだ本は「宇
宙からの帰還」、最後に見た映画は「すばらしき世界」です。 返信
が遅いこともあるかもしれませんが、よろしくお願いします。

うさぎさん
ピーナッツ通り 532番地 2022年6月30日まで

女性
20代

読書、映画•アニメ鑑賞、日記を書く

文章を書くことが好きで、文通村のことを最近知り、入村いたしま
した！！ 今は特に読書に熱中していて、暇さえあれば読んでいま
す。 色んな方と文通を通して交流できたら嬉しいです。 よろしく
お願いいたします！

ちーこさん
茶畑通り 227番地 2022年9月30日まで

女性
30代

音楽を聴く、散歩、マルシェ、お菓子屋さん探し、
そぞろ暮らし(ちばえんさんの作品)

初めまして、文通は10年ぶりくらいです。 日々の何気な
い話を交換できたらなと思い始めました。 よろしくお願
い致します。

とりまるさん
お江戸通り 1266番地 2022年6月30日まで

女性
40代

プロ野球・箱根駅伝、カフェ・雑貨屋・書店めぐり、
ゲーム(携帯型)、セキセイインコ

はじめまして。プロ野球は阪神タイガース、箱根駅伝は城西大を
応援しています。インコは今は飼っていないのですが、可愛いくて
大好きです。好きな作家は、主に海堂尊、有川ひろさんです。マ
ンガの知識は鬼滅を少々、呪術廻戦、逃げ若。遙かなる時空の中
で、等、少女漫画も好きです。よろしくお願いします。

アサさん
どさんこ通り 374番地 2022年9月30日まで

女性
20代

読書、ゲーム、編み物、製菓、ランニング・ウォー
キング

はじめまして。文通に憧れていたため、勇気を出して入村してみ
ました…！最近は万年筆やインクを少しずつ買ってみたりしていま
す。レタセは可愛いなと思えばどこのものでも使います。読書は
ファンタジー、ゲームはRPGやFPS、ホラーやパズルの他、ほのぼ
のしたものも好きです。お互いの好きなもののことなどを、のん
びりお話しできると良いなと思っています。よろしくお願いします！

おもちさん
伊勢通り 104番地 2022年6月30日まで

女性
20代

ミッフィー、ディズニー、マイメロ、旅行、カフェ巡り、カメ
ラ、雑貨集め、TWICE、韓国

夫と二人暮らしのマイペースなOLです。ミッフィーやディズニー、
マイメロ、TWICE、キンプリが好きです。趣味は可愛い文具・雑
貨を集めることと旅行です。年齢問わず、日常のことなど何でも
楽しくお話しできたらいいなと思います。お気軽にお手紙いただけ
ると嬉しいです♪文通初心者ですが、よろしくお願いいたします♡
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さきりんごさん
六甲通り 387番地 2022年6月30日まで

女性
30代

ポスクロ、読書、旅行、カフェ巡り、マステ

九州出身で現在関西在住です。ポストクロッサーです。文具も大
好きでmtイベントや、文具イベントによく行きます。また風景印
やご当地フォルム、わたしだよりなども大好きです。旅行、全国
スタバ巡りもしております。ポストカードでのやりとりができる方
と仲良くなりたいです。よろしくお願いいたします。

ももうささん
さぬき通り 72番地 2023年3月31日まで

女性
50代

読書、ガーデニング、ハンドメイド、お酒、おシャ
レ、サスペンス鑑賞

はじめまして、最近文通がしてみたくなり子供の時以来
ですが手紙で色々なお話しができれば良いなぁって思っ
ています。たくさんの方と出会える事を楽しみにしてい
ます。よろしくお願いします。


