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第295号

2022年4月11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
20代

みえさん
六甲通り 156番地

2022年7月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、文房具集め(紙ものメイン) 散歩、
手帳づくり
文房具好きでレターセット、マステを集めてます◎毎日、手帳にプ
チ日記をつけるのが楽しみな20代後半女子です☺︎ 食べること・自
然・うさぎが好きで7才のオスうさぎと暮らしてます♡ お気に入り
のレターセットで楽しく文通したいです☺︎

男性
40代

ぐっちゃんさん
古都みやび通り 112番地

2023年4月15日まで

仕事や育児、日々何かに追われながらバタバタと過ぎていく毎日に
癒しとなるお手紙があったらなと思い文通村に戻ってきました。こ
んな本読んだよ〜、こんなの食べたよ〜など、些細な事でも、く
だらない事でも、お互いの日々を報告しあえたらなと思います。よ
ろしくお願いします♪

女性
20代

あいままさん
2022年10月15日まで

コラージュした便箋封筒やバラセで書くこと多いです。 既婚で15歳
離れた夫と4歳の子供がおります！子育て以外のお話でも趣味の
お話等出来たら嬉しいです！面白いが取り柄です笑 悩み相談が出
来る位仲良く出来たら嬉しいです❤︎出戻りですのでよろしくお願
いしますm(_ _)m

ノーノノさん
どさんこ通り 372番地

ちゃんくるさん
うつくしま通り 107番地

2022年10月15日まで

初めまして。小さい頃から手紙を書くことが大好きです。
二児の母です。いろんな方とお話が出来たらいいなと思っ
ています♪

女性
20代

2022年7月15日まで

長風呂、おでかけ、ネットで好きなものを買うこと
初めまして！ 気になった方にお手紙書いちゃうかもしれませんが、
必ずしも返信は無くていいです☆ のんびり続けられたら嬉しいで
す☆ お便りなんでも募集中です！ 不思議な話、怖かった話、いい
話、失敗した話、悩み事、オススメの物、観光地、コスメ、美容
法etc… よっぽど返信に困るもの以外には返信します☆

和乃子さん
彩の国通り 555番地

2022年7月15日まで

読書、絵を描くこと、食べること、散策、がらくた
集め

カメラ、スポーツカー、封筒作り、シーリングスタンプ、コ
ラージュ、紙モノ、ガラスペン

女性
20代

2022年10月15日まで

映画鑑賞、カラオケ、文通、カメラ、切手、車、
釣り、手芸、ミスチル

こんにちは。発達障害でバツイチ男性です。あまり趣味
はありません。ただ、仕事もプライベートも全力疾走で
す。モットーは感謝の気持ちと謙虚な姿勢です。 宜しく
お願いします。

かぼす通り 51番地

越後通り 22番地

読書、手紙、手帳、日記、ミシンで小物作り、旅
行

神社仏閣巡り、文通

女性
30代

テトさん

こんにちは。わのこと読みます。読書は外国の古典、特に児童文
学が好きです。最近は日本の近代文学や新書も読んでいます。知
らない道に迷うのも好きです。瓶や鳥の羽など、細々したものを
集めるのも好きです。人のことを知るたびに、自分の知らなかった
部分も知れる気がします。 全く違う趣味の方ともお話ししてみたい
です。どなたでも便りお待ちしています！

女性
40代

ミモザ色の手帖さん
砂丘通り 29番地

2022年7月15日まで

文房具*コーヒー*読書*民藝*和菓子*北欧*山歩き*キャン
プ*写真*時々ハンドメイド*
はじめまして* 小学生の娘の子育てをしています* 季節が感じられ
るもの、つくり手さんが伝わってくるものが好きで、特に植物モチー
フの文房具や雑貨を集めて癒されています* 最近は、万年筆とおう
ちコーヒーに夢中です* 趣味のことや日々の暮らしのことなどゆっ
たりやりとりができたら嬉しいです* どうぞよろしくお願いしま
す(*´꒳`*)
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女性
30代

2022年4月11日

スミさん
相模ハマっ子通り 628番地

2022年7月15日まで

男性
40代

趣味:本、映画、美術関連 好きな事物:古い喫茶店、
閑静な場所、コーヒー
はじめまして。文通はまったくの未知の世界です。良いご縁に出会
えればと思います。 ゆっくりと過ごすのが好きです。最近はドキュ
メンタリー映画を観る機会が増えています。熱しやすく冷めやすい
ので、物事について語りましょうといった事はできないかもしれま
せんが、色々な世界を知るよう努力しています。どんな事でもま
ずは一歩入ってみたいと思っています。

女性
30代

カナリヤさん
伊勢通り 105番地

2022年10月15日まで

女性
30代

松の木さん
もみじ饅頭通り 180番地

2022年7月15日まで

女性
30代

みみさん
2022年7月15日まで

最近は子供が寝た後に、ぼーっとテレビ見たり、絵を描いたり、本
読んで自分の子育ての反省をしたりしています。家のインテリア
でDIYするのも好きです。スマホでのやりとりから離れたくなる時
があり、お手紙を書きたいなと思うようになりました。手紙が届く
ワクワクを感じたいです。よろしくお願いします。

まさつさん
お江戸通り 1267番地

彩の国通り 70番地

2022年7月15日まで

読書（ファンタジー、歴史小説）、手芸、歴史、
一人カラオケ（コロナ禍で休止中）
再々入会しました。ＨＳＰ体質と共存しつつ、持病の心の病気
（気分変調症）と闘いながら、独身で実家暮らしの家事手伝いし
てます。最近、クラウドソーシングで無理のない範囲で、少しずつ
お仕事してます。好きなものは、自然、動物、ぬいぐるみ、将棋、
鬼滅などのアニメも少々。初めましての方も、そうでない方もど
うぞよろしくお願い致します。

女性
20代

ともさん
相模ハマっ子通り 629番地

2022年10月15日まで

プレゼントに添えられていた一筆箋に「ありがとうございました」と
手書きの文字で書いてあるのを見て、なんだか心が暖かくなりま
した。お手紙交換したいなーと思い、お試しですが、入会を決意
しました。文通は初めてで不慣れですが、やりとりをのんびりと楽
しめたら いいなと思います。(あとは紙モノ文具集めの口実になれ
ば！笑)

女性
20代

絵本読む、散歩、子供と遊ぶ、ランニング、ぼーっとする、
ドラマ鑑賞（海外、日本、台湾）

男性
40代

かまどねこさん

読書、ゲーム、カラオケ、長風呂、香りもの集め、
文具集め

イラスト描くのが好きな方と仲良くなりたいです。アニメ、漫画の
幅はそれなりに広いですが、ワンピースのエースが大好きです。
基本模写ですが、イラスト交換なんかが出来たらなと思ってます。
アナログ、デジタルどちらも描きますが、今は、ガラスペンにハ
マっているのでお手紙も、ガラスペンで書きたいと思ってます。ま
た、オススメのインクや、画材等教えてもらえたら嬉しいです。

なにわ通り 583番地

2022年7月15日まで

はじめまして。 とても綺麗な文字とは言えませんが、心
を込めて書きたいと思っています。 日記を書くように
なり、文通を始めてみたいと思うようになりました。よ
ろしくお願いします。

イラスト、漫画、アニメ

女性
30代

しゃちほこ通り 424番地

身体を動かすこと、音楽鑑賞、映画鑑賞、カラオ
ケ、その時のきまぐれ

一眼レフカメラ、写真、ジャニーズ(NEWS、嵐)、ハンドメ
イド、ピアノ、読書、音楽鑑賞
初めまして。カナリヤと申します。好きな言葉は一期一会。同じ
景色には二度と出会えない。だから写真を撮る。身近な自然や空、
星や月の写真を撮ったり、最近は無理だけどカメラを持って一人旅
をするのが好きです。あとジャニーズ(NEWS、嵐)が大好きです。
初心者でゆっくりになるかもしれませんが、同じ趣味の方だけでな
く、たくさんの方と気軽にお話できるといいなと思っています。

ももまみさん

2022年10月15日まで

読書、マンガ、レトロゲーム、筋トレ、日本古代
史、そして文通へ
■普段は書店員ですが、自分でも小説やゲーム制作などの創作活
動をしてみたいと考えています。■ドラクエが好きです。妄想全開
の なりきり お手紙、歓迎します！ 差出人が魔王でも公爵令嬢で
も、この魔法使い まさつが承ります。（書店員です）

ざくろさん
どんたく通り 302番地

2022年7月15日まで

読書、文学、歴史、旅行、散歩、美術館・博物館巡り、音
楽、写真、喫茶店巡り、ラジオを聴くこと
昔、遠くに住む祖母と手紙をやり取りして以来、久々に手紙を書い
てみたいと登録に至りました。学生です。いろんな所をぶらぶら歩
くのが好き。各々の日常や趣味の話など、様々な年齢層や地域の
方とお話をしてみたいです。お手紙お待ちしております。

女性
30代

めぐみさん
どさんこ通り 375番地

2022年10月15日まで

ドライブ、散歩、水泳、映画鑑賞、音楽鑑賞、カフェ・ご飯
屋さん巡り、文房具集め、部屋の掃除
福祉系の仕事に就いています。小さい頃から文房具集めや文通が
大好きだったのですが、大人になるにつれて文通相手がいなくなっ
てしまいました。職場と家の行き来ばかりの毎日で、何か始めた
いと思ったときに文通村の存在を知り、これだ！と登録してみまし
た。色々な世代、地域、趣味を持つ方と触れ合い、自分の世界を
広げられたらいいなと思っています。宜しくお願いします！
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男性
50代

2022年4月11日

かつおさん
うつくしま通り 130番地

2022年10月15日まで

女性
30代

キャンプ、セーリング、料理

さきさん
古都みやび通り 215番地

2022年7月15日まで

可愛い便箋でお手紙を書きたいと思い、村民になりました！読
書(ミステリー好き)、フィギュアスケート観戦が好きです。システ
ム手帳デコやマスキングテープ集めなど文房具も好きで、最近は
万年筆インクに興味があります。2000年代V系が好きな方もお話
が合うかも。猫を飼っています♪のんびりお手紙交換しませんか？？
( ˊᵕˋ*)

ヨルさん
六甲通り 388番地

女性
30代

2022年7月15日まで

よったんさん
2022年10月15日まで

こんにちは。昔から手紙が好きで今でも田舎のおばあちゃ
んとかに手紙を書いています。大型犬、お散歩、歴
史(明治～)、着物、お花…好きなものがいろいろありま
す。

りりさん
彩の国通り 560番地

2022年10月15日まで

仕事の後にポストを開けるのが毎日の癒しです。 趣味や年代が合っ
ても合わなくても、いろんな方とお手紙で交流出来たら嬉しいです。
ゆっくりになるかもしれませんがお返事は大切に書かせていただき
ます。 すき→海洋生物、ジブリ、お笑い、たべること、プチプラ、
あつ森、ドラえもん、こころが綺麗な人

女性
30代

千代さん
もみじ饅頭通り 181番地

2022年10月15日まで

初めまして。 たくさん趣味は持っていますが、何となく孤独を感じ
ています。 日常のなんでもないお話を気軽にしあえるような方と
繋がれたら嬉しいです。 基本的に何でも好きなので、お互いに趣
味を紹介しあえたらいいですね。 ちょっと特殊ですが、刀剣乱舞の
審神者になりきってやりとり、みたいなのに憧れます。 どうぞよろ
しくお願いいたします。

女性
20代

茶道、ヨガ、ピアノ(最近初めました)、

女性
30代

お江戸通り 1268番地

読書、手芸、お菓子・パン作り、アニメ、ゲーム、インク集
め、旅行、美術館・博物館巡り、茶道

人生に疲れてます。最後の趣味として文通したいです。

お江戸通り 1269番地

みなもさん
読書、音楽、買い物、写真、占い、アニメ、ゲーム、料理、
節約、哲学、温泉、マステ収集

お菓子作り

女性
40代

2022年10月15日まで

初めまして。ハンドメイドで、アクセサリー作りやパン作りをする
のが好きです。新しい事にも、チャレンジしたいと思っています。
性別や年齢を問わず、沢山の方と趣味や好きな事などお手紙を通
して、お話ができたら嬉しいです。どうぞ宜しくお願い致します。

読書、フィギュアスケートお茶の間観戦、システム手帳、万
年筆、マスキングテープ、音楽鑑賞

女性
20代

ピーナッツ通り 533番地

読書、お料理、パン作り、神社、お寺、占い、サ
ンリオ、ハンドメイド

はじめまして。 海が近い所で育ち、海外線から昇る朝日を眺めな
がらの生活に憧れます。 簡単な料理しますので、情報交換したい
です。 以前、ヨガをしてましたが、教室が遠くなったりして、足が
遠のき、再開検討中です。 文通を通し、安らぐ時間が作れたらと
思ってます。

女性
30代

和花さん

2022年10月15日まで

カフェ・居酒屋・ご飯屋さん・パン屋さん・道の駅巡
り、サウナ、ドライブ、お散歩
はじめまして。仕事と介護に追われる日々を送ってます。コロナ禍
で自由にお出かけが難しく、友人にも気軽に会えず、心の癒しを
常に求めています。性格は好奇心旺盛でフットワークが軽く、飽き
性だけどハマったら沼るという感じです(笑)老若男女問わずいろん
な方と出逢い、新しい発見をしたいと思ってます。よろしくお願い
いたします。

ゆづきさん
どんたく通り 303番地

2022年7月15日まで

イラスト,漫画,アニメ,ゲーム,音楽（ボカロ系）マッ
クのポテト
はじめまして。アニメイラストや絵画的なイラストを描いたりして
います。ゲームはメイプルストーリーMを最近やってます！他にも
スマホやswitchのゲームがメインです！たまにTRPGもやったりし
ています！ 万年筆を買ってみたので使用したく試しに入村して見ま
した！年齢、性別関係無く色々な方とお話しがしたいです！

女性
20代

さつまあげさん
お江戸通り 1270番地

2022年10月15日まで

イラスト、カラオケ、散歩、YouTube、音楽鑑
賞(LDH、アニソンetc)
はじめまして！さつまあげと申します！ 普段の生活に何か刺激が
欲しいなと思い、入村を決意しました！ 年齢、性別、内容は問い
ません、、！ 趣味や共通点以外にも日常であった事など、ゆるく
楽しくお話しできたら素敵だな、、！と思います！色々な方の価値
観や好きなものを教えていただきたいです！ よろしくお願いいた
します！
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女性
20代

2022年4月11日

えむさん
越後通り 133番地

2022年10月15日まで

女性
30代

旅行、スノーボード、ラーメン巡り、推し
活、YouTubeをみることなど

サトさん
きりたんぽ通り 56番地

2022年10月15日まで

映画 アニメ 海外ドラマ(アマプリ)猫
イブ 読書 雑貨屋

花

シエンタさん
どさんこ通り 377番地

男性
40代

2022年10月15日まで

長年嵐を追いかけていましたが、今年ふいにBTSにはま
りました。今この想いを共有したいです。人は人、自分
は自分。争いは嫌いです。年代は問いません。とげとげ
していない穏やかな女性の方を希望します。

よしみさん
茶畑通り 228番地

2022年10月15日まで

女性
30代

山芋さん
お江戸通り 1272番地

2022年10月15日まで

読書、映画鑑賞、歴史、神社仏閣巡り、飲酒、ダ
イエット、ポスクロetc
好きな作家は遠藤周作、好きな映画は80年代前後のハリウッド映
画。週末は御朱印帳片手に神社仏閣巡りをしたり、お酒片手
にNetflixを観たりしてます。ストレンジャーシングス新シーズン楽
しみ。今年は男はつらいよと007を全作観るのが目標。年齢性別問
いません、のんびり楽しくお話ししましょう。

お江戸通り 1271番地

2022年7月15日まで

こんにちは。やわらぎと、申します。１人でも、多くの
人と、友達に、なりたいです。よろしくお願い致します。

女性
30代

じゅりあさん
なにわ通り 586番地

2022年7月15日まで

読書、映画鑑賞、音楽(バンド活動)、漫画、京都、
ゲーム
シングルマザーです。 フルタイムで働いており、なかなか人との
接点がないため入会しました。 趣味欄に記載しましたが仕事と育
児に追われてなかなか趣味に使える時間はありません。 最近は隙
間時間にパッとできる麻雀アプリ、将棋アプリにハマっています。

女性
30代

編み物、散歩、旅行、鉄道系YouTube、カメラ始
めました
SNSに疲れ文通が懐かしくなり、ずっと気になってたこちらに参加
いたしました。 夫と二人暮らしのパート勤務、子供たちは巣立ちま
した。 還暦が近づくにつれ身体の不具合も増えてきましたが、気
持ちだけは若々しく、常に好奇心旺盛！気になるモノは広く浅く。
たまに沼。 100均のレタセでも気にしない女性の方、どうぞよろし
くお願いいたします。

やわらぎさん
読書、音楽鑑賞、美術鑑賞、

嵐、関ジャニエイト、BTS、遠征、整理整頓、断
捨離、綺麗好き。

女性
50代

2022年7月15日まで

初めまして！手書きの手紙が好きですが、なかなか書く機会がな
く、こちらに登録させて頂きました！ 好きな物はジブリ、漫画、文
房具、最近では万年筆、ガラスペン、インクも興味ありです。 年
齢、性別関係なくゆるーくお話できると嬉しいです。 どうぞよろし
くお願いします(*´｀*)

ドラ

1人と1匹(猫)で田舎に住んでいます。 色々な方と色々なお話が出
来たらと思います。 レターセット選びにワクワクしている自分にク
スッとしています。字はあまり綺麗ではなく、文通も不慣れですが
それでも良いと思ってくれる方よろしくお願いします。

女性
40代

彩の国通り 561番地
文房具、漫画、マステ、インク

はじめまして、えむと申します！ある作品をみて文通をしてみたい
と思い入村しました！趣味は旅行、スノーボード、ラーメン巡り、
スタバに行くこと、推し活（男性アイドルが多いです）、YouTube
をみることで、学生の時は剣道と茶道をしていました！年齢や性別
関係なく多くの方と文通できたらいいなと思っています！新参者で
すがよろしくお願いします。

女性
50代

ちゅみさん

ねくさわさん
彩の国通り 562番地

2022年10月15日まで

野球観戦（東京ヤクルト）、ミステリ小説、2.5次
元等の舞台、第五人格
プロ野球が大好きです。12球団どのチームのファンの方でも、お
手紙大歓迎です。おすすめの選手や球場グルメを教えてくださ
い^_^ ミステリ小説の話や、舞台の話もぜひ。面白かった本や、
推しについて語り合いましょう！ 文通のアイテムは問いません
（100均のレターセットも可愛いですよね）、よろしくお願いいた
します。

女性
60代

ぴろぴろさん
どさんこ通り 378番地

2022年7月15日まで

BTS大好き、Instagram、ブログ、映画鑑賞
とにかく人が大好きでお喋り、物書きetc…60還暦を過ぎてから人
生を見直しやりたい事は後悔のないように何でも挑戦！日々楽しく
生きております！8年前から在宅で両親をダブル介護！現在90歳
と89歳です！介護の傍らディサービスの日を利用して仕事も始め
ました！よろしくお願い致します。
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女性
20代

2022年4月11日

うめさん
どさんこ通り 379番地

2022年7月15日まで

女性
30代

女性
30代

さろめさん
伊勢通り 106番地

2022年10月15日まで

女性
20代

小梅さん
阿波の国通り 42番地

2022年7月15日まで

女性
20代

女性
30代

めぐみさん
茶畑通り 230番地

2022年10月15日まで

読書、文具、マステ集め、音楽

あこさん
うつくしま通り 132番地

なにわ通り 587番地

2022年7月15日まで

はじめまして！ きりしまと申します。 映画(ハリーポッ
ター、ホラー映画)、ゲーム(刀剣乱舞)、漫画(呪術廻戦、
裏バイト)、ゲーム実況、舞台(舞台美術)、旅行が好き
です！ よろしくお願いします！

女性
20代

ことりさん
茶畑通り 229番地

2022年10月15日まで

文房具、ドラマ鑑賞、ディズニー、旅行、散歩、
温泉、パン、ミスド
初めまして^ ^シーリングスタンプの購入を機に、手書きのお手紙
を始めたいと思ったのがきっかけで登録しました。文房具を見たり
使ったりするのが好きなので、お手紙を通じて楽しみたいです。
趣味の話や日常のことなど、楽しくやりとりできたらと思いますの
でよろしくお願いします。

女性
20代

ちよさん
相模ハマっ子通り 631番地

2022年10月15日まで

ゲーム（SQEX、ATLUSなどRPG）、チンチラ（小動物）、
読書、洋裁、お文具といっしょ

お手紙を書くことが好きでいつもは子供たちに書いていましたが、
子供たちも少し大きくなり時間も出来てきたため文通をしたいなと
思い始めてみました。高1、小5の子育て中です(*^^*)年齢等問い
ませんのでよろしくお願い致します。

女性
20代

きりしまさん
映画、ゲーム、漫画、ゲーム実況、旅行、舞台

ペットと遊ぶこと、寝ること、ぼーっとすること、さんぽ、動
画を見ること、ときどきゲーム
はじめまして。一人暮らしを始め、お手紙を書きたくなりここに辿
り着きました。これは内緒ですが、動物園の飼育員をしています。
お仕事のことも、話せる範囲でお話ししたいです。 知らないことを
知るのが好きなので、気になる趣味の方や動物が好きそうな方に
お手紙を出したいです。お手紙慣れしていないので…どのくらいの
長さのお手紙を書けるかは不明です。よろしくお願いします。

2022年10月15日まで

いろんな方との出会いを楽しみたいと思い、入会しました。新しい
ことを知るのが好きなので、趣味や年齢などに関わらずお話しで
きれば嬉しいです！ 最近は青森のりんご娘にはまっています。 地
元の好きなところや美味しいものなど、紹介しあえたら楽しいだろ
うなあと思っています。よろしくお願いします！

文房具、大相撲、ラーメンズ、動物の写真や動画
を見る、チェキ
大相撲や文房具、動物が好きです。恋愛の話はできま
せん。同じような趣味の方とお話しできたら楽しいなと
思います。字はあまり上手くありませんが精一杯お返事
させていただきます。よろしくおねがいします。

うつくしま通り 131番地

読書、美術館・博物館見学、映画鑑賞、小旅行、
自然観察

読書、愛犬との散歩、料理、サンリオ、テレビ鑑賞、旅行、
カメラ、カラオケ、食べる事、メイク
はじめまして♪♪ うめと申します。 小学生の頃行っていた文通が懐
かしく、大人になった今、また始めてみたいと思い入会しました。
日常の話から趣味の話まで年齢問わず、 楽しく色々話せたらなと
思います。 よろしくお願いします♡

アルルさん

2022年10月15日まで

読書、お裁縫、絵を描くこと、ハムスター
はじめまして、あこと申します。 返信を待つドキドキを
また体験したく、入会いたしました。 あたたかい文通を
したいです。よろしくお願い致します。

ファミコン・セガサターン〜PS4・Switchまで、コンシューマゲーム
が大好きな社会人です！小動物のチンチラを飼っています。仕事
はゲームを作ったり脚本を書いたり。執筆すればするほど人や手
書きの温かみに触れたくなり入村しました。好きなこと、日常、な
んでも嬉しいです。ぜひゆったりとお話ししましょう！

