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第296号

2022年4月25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

シナモンさん
ピーナッツ通り 167番地

2022年7月31日まで

女性
20代

猫、ファッション、美容、シナモロール集め、読書
はじめまして、こんにちは。私はサンリオのシナモロールが大大大
好きです!!全地方のシナモロールファンの方々と、お手紙の交かん
をしたいと思っています。知的障がいを持っています。手紙を通し
て元気をもらいたいと思ってます!!読書も好きです。よろしくお願
いします!!!!待ってます☆

女性
30代

あんころもちさん
なにわ通り 213番地

2022年10月31日まで

女性
30代

あんなさん
どんたく通り 217番地

2022年10月31日まで

女性
20代

あまねさん
ピーナッツ通り 466番地

2022年7月31日まで

香水、短歌、文房具、犬、andymori、サンリオ、カメラ、
ドライブ、ボードゲーム

入院のため一時停止していましたが、退院したので更新
します。リハビリのため無職。前職は高校教員です。ペ
ンが大好きで、たくさんコレクションしています。いろい
ろな方とお話したいです。

2022年10月31日まで

こんにちは！0歳の女の子を育てています、専業主婦です。人と関
わることが好きで、お手紙交換を久々にしてみたくて入村しました。
ゲーム→ゼルダの伝説、スプラトゥーン、DBD アニメ→鬼滅、王
様ランキングなど… 好きな事はホラー鑑賞が好きです！ 日常のお
話や、楽しかった事など話せたら楽しいだろうなと思っています、
宜しくお願いします！

男性
30代

ばーがんでぃーさん
相模ハマっ子通り 338番地

2022年7月31日まで

万年筆、インク、ペン習字、革製品、美術館、音楽・映画鑑
賞、喫茶店・カフェで過ごすこと、旅行
仕事では、パソコンを使って文章を書くことが多く、長らく手書き
の良さを忘れていました。万年筆を買ってから、昔書道をやってい
た頃の感覚が戻ってきて、急に手書きをしたくなり、ペン習字も習
い始めました。あまり社交的なほうではありませんが、意外と多
趣味と思っています。趣味についてでも、それ以外のことでも、
色々とやりとりできれば幸いです。よろしくお願いいたします。

女性
20代

タロット、KH、ツイステ、ちいかわ、リヴリー、読
書、オカリナ、カリンバ、
うつ病と不眠症の闘病中ですが、どうにか仕事して毎日
生きています。趣味が合う方との文通も希望しておりま
すが、絵手紙の交換も大歓迎です。絵手紙の種類は名
所、キャラ物、手描きの絵なんでも受け付けています。

なにわ通り 216番地

ゲーム、映画、アニメ鑑賞、YouTube、カラオケ、
ギターなど

読書、漫画(ワートリ、ヒロアカ)、ゲーム(刀剣乱舞、文ア
ル)、ヒプマイ、舞台(2.5)
手書きで文章を書く機会が減るなかお手紙を書くことの楽しさを思
い出し、久しぶりに戻ってきました。 漫画、ゲームは記載したもの
以外も読んでます。 夫と猫1匹と暮らしています。 喫茶店でぼーっ
としたり、本を読んだりするのも好きです。 上記のこと以外でも、
日常のことなどお互いのペースで楽しくやり取りしたいです。 よろ
しくお願いします。

ふみえちゃんさん

びつおさん
しゃちほこ通り 371番地

2022年7月31日まで

猫と遊ぶこと、旅行、ちいかわグッズ集め
はじめまして。びつおです。 今回文通に惹かれ入村することにな
りました！ 仕事以外での人との交流があまりなく文通できることが
すごく楽しみです。猫飼ってます！！毎日癒されている日々です。
趣味は旅行です。コロナ前はよく行ってました。夢は全国の温泉
地を巡ることです☆よろしくお願いします。最近はちいかわにハマっ
てます。

女性
30代

まみたんさん
どさんこ通り 376番地

2022年7月31日まで

買い物、文通
初めまして、宜しくお願い致します。 仲良くして下さる
方、お願い致します。
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女性
20代

2022年4月25日

はるこさん
六甲通り 389番地

2022年10月31日まで

男性
20代

映画、ランニング、散歩、パン屋巡り、音楽聴くこ
と、ひとり旅
文章を書くことが好きなのと、文通を懐かしいしてみたいと思い文
通村の会員になることに決めました。勉強や習い事もあるのです
がその中でも文通という楽しみが増えたらと思ってます。人との交
流が好きなのでこれを機に視野が広がればいいなと思ってます。
よろしくお願いします。ソロ活に憧れているので何かおすすめがあ
れば是非！

女性
20代

あこさん
うつくしま通り 132番地

2022年10月31日まで

女性
20代

まるさん
平城京通り 87番地

2022年7月31日まで

男性
80代

しばけんゆきままさん
相模ハマっ子通り 633番地

2022年7月31日まで

2022年7月31日まで

カフェ巡り

まだ現役です、組み立て式のお茶室を作っています、コ
ロナ渦の影響で海外が止まってしまい今暇です、毎日ピ
アノを弾くのが趣味です。演歌ばっかり・・・

女性
50代

ふらんさん
出雲通り 37番地
温泉

旅行

2022年7月30日まで

コーヒー

スイーツ

お酒

子育てに一段落つき、自分の時間や生活も大事にしていきたいと
思います。 趣味で旅行と温泉とあげましたが、これからしみたい
希望です。 フルタイムで休日も不定期ですが、時間を上手く使っ
ていきたいと思います。 年齢、地域問わず お互いの生活のペース
で やり取りしていけたらと思ってます。 よろしくおねがいします。

女性
20代

すずさん
上州三山通り 113番地

2022年10月31日まで

読書(小説、漫画)、アニメ、ハロプロ、おうちカ
フェ、YouTube、イラスト練習中

夫、愛犬と、２年前から田舎暮らしです。子供たちも独立して、
ようやく一息つけた気分です。 近所に住む人も少なく、60歳の私
よりもかなり上の方たちばかり。話相手にも事欠いています。年
代を問わず、文通したいと思います。よろしくお願いします。

夏空なゆたさん
きびだんご通り 126番地

茶畑通り 231番地
音楽

パン作り

女性
20代

ゆたさん

読書

昔、遠くの友達と文通をしていた事を思い出し、またあの楽しさを
感じたくて始めてみました！字が可愛いと褒められて鼻を高くして
いた頃もありましたが、遠い昔のお話です。。旅行が好きで、い
つかは47都道府県制覇したいなあと夢を描いています。文章は下
手ですが、文字を書くことは好きです。年齢関係なくのんびり文通
できたら良いなと思っています。どうかよろしくお願いします！

2022年10月31日まで

学生です。文通経験は少し。早朝と夜が好き。熱い風呂が好き。
みそ汁の具は冬なら油揚げ、夏ならトマトが好き。もしよければ
自己紹介を含めて、まずは試しに一通ずつ、交わして見ません
か…。※歳、性別、内容、口調や形式は問いませんが、長文気味、
遅筆気味に耐えられる方が合うかもです。

猫と遊ぶ、散歩、模様替え、旅行

女性
60代

古都みやび通り 217番地

夜更かし、鼻歌、回り道、手話(でおしゃべり)

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。

紺染（コンソメ）さん

2022年7月31日まで

You Tube(QK、肉チョモ、NYTV他)、スーパードルフィー、
写真、絵、文筆、裁縫他
はじめまして。ミリシタやペルソナ4シリーズ、あつ森、声優と夜
あそび、古めのボカロ等、基本オタクな話ができたら嬉しいです。
裁縫や音楽など、専門的な知識を教えてくださる方ともお話して
みたいですね。主婦さんや年が離れている方とも交流したいです。
ラフに楽しく文通できたらと思うので、ポストカードや一筆箋等◎
です。詩のやり取りなどもしてみたいです。よろしくお願いします。

休日にお茶を入れておやつを用意して読書をすることが趣味です。
ミステリーがとくに好きですが小説ならだいたいなんでも読みます。
最近はハリーポッターシリーズにハマっています。 オススメのお茶
やおやつがある方、面白かった本や大好きな本がある方、ぜひ教
えてください✨ 文通は初めてで至らない所もあると思いますが宜し
くお願いします！

女性
30代

みすずさん
六甲通り 390番地

2022年10月31日まで

漫画・アニメ・ゲーム・テーマパーク・旅行・youtube・手
帳・cafe・文通・猫
こんにちは★ もともと文通をしていましたが、SNSではなく新しい
出会いが欲しくて始めてみました！ 仕事柄お話することが大好き
です♡ 文通だからこそ話せることとかも色々話したいと思っていま
す！ また、幅広くお話してみたいと思っているので、男女問わず
機会が御座いましたらお手紙ください♡ あなたからのお手紙楽し
みにしてます♡
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女性
30代

2022年4月25日

カニのなかのカニさん
ピーナッツ通り 534番地

2022年10月31日まで

女性
50代

音楽鑑賞✴マンガ✴アニメ✴動物✴ガーデニング✴占
い✴散歩
ここ何年か、仕事が忙しくプライベートを充実させることが出来な
かったのですが、文通をしてゆっくり物事を考えたり、誰かを思っ
て頭の中をそれだけにする時間ができたらいいなと思い登録しまし
た。 自分の近況を報告しあったり、好きな事を語ったり、日記み
たいな感じのやり取りでも良いかなと思ってます。よろしくお願い
します♪

男性
50代

ひでさん
上州三山通り 114番地

2022年7月31日まで

女性
30代

さみさん
なにわ通り 590番地

2022年10月31日まで

女性
30代

なつさん
上州三山通り 115番地

2022年10月31日まで

2022年7月31日まで

身の回りの小さな幸せを見つけることが得意です。 忘
れ物があり、一時、村に戻りました。 申し訳ありません
が、新規の文通は、ご遠慮させていただきます。

女性
30代

やのたんさん
お江戸通り 1274番地

2022年10月31日まで

読書、野球、韓国ドラマ、カメラ、映画鑑賞、KPOP
はじめまして。仕事や育児で毎日忙しく過ごしています。文通を通
してゆっくりしたペースで穏やかに、好きなことや日常のことなど
お話したいと思い入会しました。 交換日記のようなお手紙のやり
取りが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
40代

読書（小説、漫画）、散歩、旅行、おうちカフェ
子どもの頃にしていた文通が懐かしくなり、久しぶりに
手紙を書いてみたいなぁと思い、登録しました。いろん
な方と、日常のことや好きなもののことなど、のんびり
お話できたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

なにわ通り 169番地

身の回りの小さな幸せを見つけること、料理

トライアスロン（練習）・トレラン・読書（積読多）・短歌
（作りたい）・料理（カレー）・温泉
20～30代は海外で暮らしていたので、ネットで主にメールのやり
とりをしていました。会うことは（でき）なくても、心を通い合え、
会うだけが人と人とのつながりではないんだ、としみじみ思いまし
た。50代になった今、SNSのような速さより、文通を通していろい
ろなかたのこころに触れ合えたらうれしく思っています。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

ローズマリーさん

ドラコさん
お江戸通り 1275番地

2022年7月31日まで

旅行、音楽鑑賞、神社.仏閣巡り
コロナ禍で会社と家の往復が多くなり、何か始めたいと
思いました。どうぞよろしくお願いいたします。

女性
20代

まといさん
きびだんご通り 127番地

2022年7月31日まで

読書、語学（英語）、映画、旅行（海外・国内）、ラジオ、
お笑い、花、歌うこと、食べること

読書、Netflix、Youtube、猫、ヒグチユウコ、ノラネコぐん
だん、ドライブ

夫と猫と暮らしている主婦です。文通は子供の頃以来ですが、も
ともと文房具や文字を書くことが好きだったのでとても楽しみです。
ポストカードやグリーティングカードも好きです。最近はステイホー
ムで読書時間が増え、Kindle Unlimitedに入会しました。主に小
説を読んでいます。 日常のなんでもないことを話せたらと思いま
す。よろしくお願いします。

一歳になったばかりの黒猫の又吉と暮らす２０代です。田舎で暮
らしてます。読書が好きすぎて積読が減りません！映画鑑賞も大
好きで特に洋画をよく観ます。文字を書くのが好きで文通が趣味で
す。文通村でさらに色々な方とお話しできたら嬉しいです！

女性
30代

しぐれさん
常陸の国通り 180番地

2022年7月31日まで

イラスト、ゲーム、文房具(シールやマスキング)、かわいい
もの収集、写真、ドール、ミニチュア
はじめまして、しぐれです。 医療関係の仕事をしています。癌サ
バイバーですが、仕事に趣味を元気にやっています！ 地元の話や、
趣味の話などできればと思います。 楽しく文通ができればと思い
ます。 ぜひよろしくお願いします！⸜( ´ ꒳ ` )⸝

女性
20代

塔子さん
彩の国通り 563番地

2022年7月31日まで

着物、歌舞伎、観劇、ハロプロ、サンリオ、美術、
アニメ、ゲーム、寺社仏閣、英国、車
初めまして。塔子(とうこ)と申します。元新聞記者の医療従事者。
多趣味ですが、今はサンリオにお熱です。普段はドライブを楽し
んだり、着物を着てお出かけしたり、YouTubeを見たり…自分な
りの毎日を過ごしています。 まったく存じない、どなたかとの交流
を楽しみにしております。よろしくお願い致します。
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男性
70代

2022年4月25日

内田

正治さん

お江戸通り 917番地

2022年7月31日まで

読書、作文（新聞投稿等）
はじめまして、私は70歳の男性です。50年以上前の高校生の時、
文通していた女の子の手紙が偶然5通みつかりました。懐かしくな
り同年代の女性と当時のことや現在のことなどお話しできればと思っ
ています。どうぞよろしくおねがいします。

