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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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maimaiさん
なにわ通り 225番地 2022年11月15日まで

女性
30代

マステ、シール、紙もの、文房具、音楽、ディズニー、ポス
クロ、アニメ、マンガ、ゲーム

またやりたいなと思い再入村しました。色々な地域、世代の方と
のんびりと交流が出来ればと思います。お互いのペースで趣味の
話はもちろん、色々なジャンルのお話ができると嬉しいです。お
手紙の形式は封書以外に一筆箋やポストカードでのやり取りも大
歓迎です。どうぞよろしくお願いします。

たまさん
相模ハマっ子通り 408番地 2022年8月15日まで

女性
20代

登山、猫、犬、文具、温泉（銭湯）、お酒、ワー
ルドトリガー

以前在籍していましたが、なかなか机に向かえないまま契約期間
を終えてしまいました。ご挨拶できず音信不通になってしまった方、
本当に申し訳ありません。登山、猫・犬（カフェに行ったり動画を
観たり、動物全般すきです）、文具、温泉（銭湯）、お酒、ワー
ルドトリガーが好きです。

うさうささん
お江戸通り 1283番地 2022年11月15日まで

女性
30代

紙モノ集め、ガチャガチャ、アニメ、ゲーム、キャ
ラクター全般、カフェ、食べること

家事の隙間時間や夜のゆったりとした時間にお手紙を書くことが癒
しになっています、日々の出来事や好きを共有できたら嬉しいで
す♡ゲームはポケモンが好きです！ムーミン、サンリオ、ちいか
わ等キャラクターも大好きです。最近のマイブームはガチャガチャ
でお出かけついでに回しています。既婚者なので女性限定でお願
いします。

白砂さん
きびだんご通り 90番地 2022年11月15日まで

女性
20代

アニメ、漫画、ゲーム、ウォーキング、ポストクロッ
シング

アニメや漫画が好きな26歳です。幅広く見ますが、最近は特にワー
ルドトリガーにハマっています。小中学生の頃に集めていたレター
セットでも構わない方、趣味のこと以外にも地元のこと・日常のこ
と・思い出話などなどたくさんお話できたら嬉しいです。よろしく
お願いします。

まめこさん
なにわ通り 584番地 2022年8月15日まで

女性
20代

読書(ミステリー多め)/アニメ･映画･ドラマ鑑賞/動物カフェ/
カフェ巡り/お花を眺める

93年生まれ/文通初心者/初めまして♡最近レターセット集めにハマっ
たので文通で交友関係を広げられたら…と思い入村しました。休
日は専ら趣味に没頭しています(*^^)小説やアニメが好きなのでお
すすめがあれば教えて下さい♪お互いの日常や好きなことを共有で
きたら嬉しいです♡NG話題は特にありません。素敵なご縁があり
ますように♡

えいちさん
ピーナッツ通り 535番地 2022年11月15日まで

男性
50代

読書（漫画を含む）、散歩、書店巡り

はじめまして、えいちです。文通に興味持ち入会しまし
た。せわしい世の中なので、ゆったりしたペースで、文
通をしていきたいです。年齢・性別は問いません。よろ
しくお願いします。

りんごさん
信濃通り 144番地 2022年11月15日まで

女性
40代

ドライブ、パワースポット巡り、美味しい物を食べ
る

初めましてm(*_ _)m今の時代、文字を書く機会が全く無
く、久しぶりに文字に触れてみたいと思い入会しまし
た(*^^*)よろしくお願いします。

ちまちさん
お江戸通り 1276番地 2022年8月15日まで

女性
30代

絵画、読書、バードウォッチング、手芸、坂本美雨

小さい頃から手紙を書くことが好きでした。 最近はなかなか書く機
会が少なく、気に入って買ったレターセットが溜まる一方なので入
会に至ります。 もうすぐ32歳になり、新しい世界や出逢いのきっ
かけになればと願いを込めて入村します(^-^) よろしくお願い致しま
す。
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いてまきさん
かすていら通り 67番地 2022年8月15日まで

女性
50代

読書　日本の歴史物　まち歩き お買い物　絵画代
わりのポストカード　メダカ

子供の頃から静かな図書館で、古い本の匂いに囲まれて本を読む
のが好きでした。それと日本の歴史物のドラマやドキュメンタリー
を好んで見ています。ガヤガヤとしたバラエティー番組は苦手です。
片付いた部屋が好きですが散らかりがちです。　運動不足解消の
街歩きで無駄遣いしてしまう事が度々‥　挿絵画家の森田MiWさ
んの絵やグッズが好きです。

賢治さん
なにわ通り 591番地 2022年11月15日まで

男性
60代

ドライブ

無口なほうなので、文章でも、あまりスラスラといかな
いのではと心配しています。数少ない友と深い付き合い
をするタイプかと思っています。文通でも、良き巡りあ
いができればいいなあと思っています。

麦さん
相模ハマっ子通り 636番地 2022年11月15日まで

女性
40代

読書、散歩、編物、ポスクロ、アロマテラピー、
ラジオ英会話、100均めぐり、ヨガ

仕事でPCに向かっている時間が長いので、手紙や日記を書く時間
が癒やしです。夫と二人暮らし。休日には散歩や読書で自分時間
を楽しんでいます。今は花や緑を生活に取り入れたくて奮闘中。
お互いマイペースで日常の話などできると嬉しいです。女性限定
でお願いします。お手紙の形式に細かいこだわりはなく、100均レ
タセ等もOKです。

月明かりさん
ピーナッツ通り 537番地 2022年11月15日まで

女性
40代

ポスクロ、懸賞、文房具、紙モノ、切手、国内旅
行、空港、グルメ、昭和レトロ、水族館

文通初心者で夫と2人暮らしです。仕事は窓口業務をしています。
家と職場の往復ばかりなのでさまざまな職種、世代の方と出会え
たら嬉しいです。趣味は広く浅くのタイプです。マイペースですが
気持ちが明るくなる、偶然道端で会ったので立ち話をするような気
軽な文通希望です。ポストカードも大歓迎。よろしくお願いします。

みみみさん
相模ハマっ子通り 637番地 2022年11月15日まで

女性
30代

文房具収集、らくがき、クロスワード、謎解き、読
書

はじめまして、みみみと申します。最近小さな書店でアルバイトを
始めた兼業主婦です。もともと文房具収集は長年の趣味であった
のですが、アルバイト先の影響もあり、最近インク沼に片足をつっ
こみました。 購入したインクとガラスペンや万年筆などを用いて
色々な方とお話がしたいと思っています。 どうぞよろしくお願いい
たします。

森乃ゆりさん
土佐の国通り 44番地 2022年11月15日まで

女性
30代

読書（実用書、哲学、宇宙史や地球史等）、花、大型犬、
猫、遍路、お酒のある食事が大好き。

心を込めて書いた手紙を送る時の「早く届いて欲しいなぁ」という
気持ちや、手紙を受け取った時、丁寧に封を開けたくなる幸せを知っ
ていますが、それを面識のない方と共有出来るなんて素敵ですね。
ぜひ、私もそんな経験をしてみたいです。 年齢や性別問わず、温
かみのある交流が出来ればと思います。 どうぞよろしくお願いい
たします。

れいさん
お江戸通り 1277番地 2022年11月15日まで

女性
30代

音楽、本、映画、アニメ、ゲーム、YouTube、ラ
ジオ、散歩、食

数年気になっていた文通村をついにはじめます。一人っ子です。友
人は数人です。音楽がいちばん好きです。プライムビデオで映画
やアニメを見ます。映画館は最後列で見るのが好きです。大型書
店は住みたいくらい好きです。テレビは年に数回見ます。人がい
ないときに景色の綺麗なところでくつろぐのが好きです。池のある
公園が好きです。最近Switchを買いました。猫と柴犬が好きです。

槇野ゆうさん
お江戸通り 1278番地 2022年8月15日まで

女性
30代

漫画、ゲーム、システム手帳、ミニ四駆、ペン字
練習

最近パソコンやスマホばかりで字を書かなくなったな～
と、中学時代にやっていた文通が懐かしくなり、文通村
に入村しました。趣味の話や日常の話をのんびりやりと
りできると嬉しいです。よろしくお願いします。

ラビィさん
お江戸通り 463番地 2022年8月15日まで

女性
20代

韓国語勉強・読書(小説)・写真

はじめまして。夜勤の仕事をしつつ夫・子ども2人(小学生と保育園
児)・うさぎ8羽・デグーと暮らしている者です。素敵なインクを最
近購入したので誰かにお手紙を書いてみたいなと思い入村しまし
た。その日あったことや好きなこと、いろんなお話ができたら嬉し
いです。よろしくお願いします。

なのはなさん
お江戸通り 1280番地 2022年8月15日まで

女性
40代

ガーデニング、旅行、散歩

はじめまして。なのはなと申します。この年代になってなかなか人
との出会うきっかけや、ゆっくりお話をする機会が少なくなったの
で、文通をはじめてみることにしました。夫と二人暮らしで、のん
びりガーデニングを楽しんでいます。日常のなんでもないことをお
話できたらうれしいです。どうぞよろしくお願いします。
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ゆなさん
なにわ通り 592番地 2022年8月15日まで

女性
20代

ポストカード、ポスクロ、英会話、雑貨屋・カフェ・古着屋巡
り、デザイン、読書、イラスト、猫

23歳の猫と暮らす大学院生です　 最近は封筒のコラージュや封蝋
に興味があったりします！ 古着屋さんで働いておりました！ 趣味
が一緒だったり、年齢が近い方と文通してみたいです！ 出来れば
女性の方が嬉しいです！！ 基本は海外の方とゆるーく文通してお
ります  ̂  ̂文通の頻度はお互い、無理のないペースで行いたいと思っ
ております！

めろさん
なにわ通り 593番地 2022年8月15日まで

女性
20代

文通(初心者)、YouTube、Apex、お絵かき

はじめまして！大学生です！お姉ちゃんの影響で文通に
興味を持ち文通村を勧められて入村してみました！お手
紙初心者ですが、よろしくお願いしますm(._.)m

彩音さん
お江戸通り 1281番地 2022年8月15日まで

女性
30代

ポスクロ・ガーデニング・映画・読書・漫画・YouTube・散歩・
ボードゲーム・文具

仕事と育児をしてます。家事の終わりにお茶を飲みなが
ら手紙を書くのが好きです。近所に大きな公園もあり、
学生時代は農業を勉強していたので植物が好きです。
日常の他愛のない話ができたら嬉しいです。

つくだにさん
どんたく通り 304番地 2022年11月15日まで

女性
30代

ポストカード、万年筆・インク、ゲーム、城めぐり、旅行、
犬・インコ、編み物、まめきちまめこ

趣味や好きなことを、大好きなポストカードでやり取り
したい！そう思いたち、入会いたしました。ポストカー
ドでやり取りして下さる方、いらっしゃいましたら、どう
ぞよろしくお願いいたします。

ジェクトさん
ピーナッツ通り 538番地 2022年8月15日まで

男性
40代

社交ダンス・将棋・お笑い

はじめまして。映画「イルマーレ」を観ている途中で強
烈に文通がしたい衝動に襲われて入村しました！文通経
験ゼロですが年齢、性別の垣根を越えてたくさんの方と
繋がってみたいです。宜しくお願い致します。

いわちーさん
もみじ饅頭通り 182番地 2022年8月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、音楽鑑賞、アニメ、サンリオ、ジャニー
ズ、お絵描き

広島住みの30代です。 お手紙を書きたい衝動にかられたため、会
員になりました！ 色々な方とのコミュニケーションをとりながら、
仲良くなれたら嬉しと思ってます(*´`) のんびり、ゆるーいやつで
すが、ぜひ文通してください♡*゜

yuki*さん
砂丘通り 30番地 2022年11月15日まで

女性
50代

ウクレレ弾き語り、映画鑑賞、レトロな物コレクショ
ン、旅行、クッキング

初めまして！ずっと文通をしてみたいなと思っていたので、文通村
を偶然見つけ驚きました。最近は、休日には美味しいものを作った
り、ウクレレを弾いたり映画を観て過ごすことが多いですが、旅行
も好きです。興味の似た方とお話をさせていただくのも楽しみで
すし、今まで知らなかったことを教えていただく機会になるのでは
ないかと、今とてもワクワクしています！ よろしくお願いします。

マロンさん
めんこい通り 4番地 2022年8月15日まで

女性
40代

懸賞、読書、クロスワード、刺し子、ゲーム（ポ
ケモン）

以前にもお世話になりましたが手紙が書きたくなり戻ってきました。
女性のみでお願いします。最近は紅茶、なにわ男子、本郷奏多く
んにハマっています。うつ病、その他疾患を持っていてマイペース
で生活してます。手紙を通じて楽しい時間を過ごしたいです。

亀の同居人さん
平城京通り 88番地 2022年8月15日まで

男性
20代

読書　落語鑑賞　ドライブ　

ゆったりしたやり取りがしたくて始めました。年齢、住
んでいるところ、色んなバックグラウンドの方と文通して
みたいです。お気軽にお手紙ください。

塩豆さん
もみじ饅頭通り 183番地 2022年8月15日まで

女性
20代

ゲーム、旅行、御朱印巡り

初めまして。のんびりと文通してみたいと思い、こちらに入会して
みました。 ゲームはtwstやfgoの他、ポケモンなどのswitchもし
ています。旅行も気まぐれに出かけており、記念もかねて御朱印
を集めています。 もともと多趣味ですので違う趣味の方ともお話
できたら幸いです。
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きのえみさん
お江戸通り 1282番地 2022年11月15日まで

女性
50代

読書、ハンドメイド、散歩

不思議なもの、きれいなものが好きです。 あんまり器用ではない
けれど、ものづくりも好きです。 子供のころから、たぶん一生変
わらない好きなものを大切に、日々を暮らしたい。 そんな想いを
共有できる方と巡り合えたらいいなあと思っています。

ももじゅんさん
常陸の国通り 181番地 2022年8月15日まで

女性
40代

読書　ラジオ　ジャム　文房具　雑貨　美術館 
手話始めました　

はじめまして。入村したてのももじゅんと申します。自然豊かな里
山で、季節の巡りを感じながら暮らしています。ささやかな日常
の出来事から、感じたこと思うことを手紙にしていきたいです。応
援したり励まし合えるような、あたたかい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。

あぐあぐさん
古都みやび通り 218番地 2022年8月15日まで

女性
40代

断捨離/掃除/ピアノ/音楽鑑賞/紙モノ/インク/美文字/ペン字/
飼えないけどにゃんこ

SNSで直ぐに返事がもらえる時代、贅沢な時間の経過を楽しみたく
入会しました。 既婚子供有(成人済)お子さんの話OKです。 仕事
有のため、話題に結構入ると思います。 お仕事をされている方で
お願いします。 子供のころピアノを習っておりました。 出勤前の
ピアノ練習時間が至福の時♪ 文字の上手い下手は問いません、 読
める字でお願いします。

あさひさん
どさんこ通り 380番地 2022年8月15日まで

女性
20代

お笑い、超特急などEBiDAN、BE:FIRST、INI、ハロプロ、
漫画、小説、アイナナ

大学生です！年代問わず、さまざまな方とやり取りできればなと
考えています。 形式やレターセットの種類などは気にしません☺️
アイドル大好き、漫画（デスゲームもの、BLが特に）大好き！な
オタクなので、皆さんのオススメも教えていただきたいです☺ ま
た、日常生活の些細な話ができたり、生きていてふと思ったことな
どが共有できたら嬉しいなと思っています。

きてぃさん
かすていら通り 68番地 2022年11月15日まで

女性
30代

カフェ巡り、スイーツ、文房具、万年筆・インク、
シール、紙もの、旅行、コスメ

初めまして。学生時代によく手紙のやり取りをしていたのを思い出
し、またやりたいなと思い参加しました。2人の女の子の母です。
介護施設で仕事をしています。同じ子育て中の方、同じようなお
仕事の方‼︎愚痴やら色々話しましょう☆もちろん、その他の方も
大歓迎です♪仕事、育児のためゆっくりペースで出来ればと思いま
すのでよろしくお願いします。レタセ、バラは問いません♪

ようこっちさん
しゃちほこ通り 425番地 2022年8月15日まで

女性
40代

ミシンを使った小物作り、ジュエリー、ショッピン
グ(服・靴)、紙もの集め、映画鑑賞

子供の頃に文通をしており、またやってみたいなと考えていたとこ
ろ、文通村を知りました。 仕事と育児(5歳の男の子)の毎日ですが、
家族の協力もあり自分の時間も大切にしながら過ごしています。
年齢問わず、みなさんと楽しくお話しできたらうれしいです。 よろ
しくお願いいたします。

あいこさん
もみじ饅頭通り 184番地 2022年11月15日まで

女性
20代

音楽、サウナ、映画、キャンプ、雑貨屋巡り、喫
茶店巡り

最近雑貨屋巡りをしていて、可愛いと思う便箋を見つけ、手紙を
書きたいと思い入会しました。 好きなアーティストはカネコアヤノ、
ブルーハーツ、andymori、never young beachなどです。 2年ほ
ど前からサウナにハマりました。 趣味の合う方と文通をしてみたい
です。よろしくお願いします。

ひめりりさん
どさんこ通り 381番地 2022年8月15日まで

女性
40代

プロ野球観戦(FIGHTERS)、ジャニーズ(SnowMan)、
愛猫、映画鑑賞

プロ野球観戦(地元FIGHTERS)とジャニーズ(SnowMan)を応援して
いる40代です。母と愛猫(アメショー2匹)と暮らしていて、介護の仕
事しています。最近はスマホでの文字打ちばかりで、お手紙を書
くのも良いなぁって思っています。宜しくお願い致します。

ゆきさん
しゃちほこ通り 426番地 2022年11月15日まで

女性
30代

アニメ、読書、旅行、キャンプ、手帳、ゲーム

昔やってた文通をまた始めたいです。子どもが2人いて
子育て真っ只中ですが色んな年代の方と色んなことがお
話出来たらいいなと思います。よろしくお願いします！

カリンさん
どんたく通り 305番地 2022年8月15日まで

女性
20代

読書、旅行、食、アート、ものづくり、アウトドア、ドライ
ブ、散歩、フィルムカメラ、ラジオ

なんにでも興味津々、おでかけも好きですが、家でひとりの時間
も大好きです。社会人になり、交友関係の広がりをもてないこと
が今の悩み。。お手紙を通じてお友達になれたら嬉しいです。中
学生時代ぶり？のお手紙でドキドキしてます。趣味のことや
日々の何気ないこと、教えてください(^_^)
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なぁたんさん
彩の国通り 564番地 2022年8月15日まで

女性
20代

ショッピング、YouTube鑑賞

短大を卒業して介護士してます！！ 今はチャイハ
ネ、LUSHにハマってます(๑ ᴖ ᴑ ᴖ ๑) 好きなYouTuber
は、なかねかな、コムドット等です！ よろしくお願いし
ます！！

雪花さん
しゃちほこ通り 427番地 2022年11月15日まで

女性
40代

切手収集、音楽鑑賞、カフェ・雑貨屋巡り ガラスペ
ン、コスメ

ムーミンやミッフィー、北欧系、雑貨、シール•スタンプ集め、音楽
が大好きです！ 学生の頃に文通のやり取りをしていた事を思いだ
し、SNSや メールといった便利なものよりも文字を通してお話しし
ながら、ゆるりと交流を深めれたらと思っています。 どうぞ宜しく
お願いします。

かおり@花火さん
出雲通り 38番地 2022年8月15日まで

女性
30代

関ジャニ∞、料理本鑑賞、料理

数年前に何かで知った文通村に越してまいりました。ずーっと前は
文通が大好きでした。今は子供はいませんが介護士をしながら主
婦もしてます。関ジャニ∞の話、凝った料理はしませんがそのへん
の話が出来たら嬉しいです♡文房具とマステが好きです。趣味と
いう趣味がないので、文通を通していろんな趣味が出来るといい
なと思っています。

れいさん
しゃちほこ通り 428番地 2022年8月15日まで

女性
30代

文通、ペットと遊ぶ、音楽を聞く、UFOキャッ
チャー、漫画を読む

初めまして、シングルマザーをやってます！ お手紙には子供の事
出来るだけ書かないですが書いても大丈夫な方には書かせて貰っ
たりします！！ 爬虫類が好きで、ビジュアル系も好きと変わり者
ですが文通が大好きで普通の文通してますが文通村は初めてやっ
てみよーって思ってます(*^^*) 最近パン屋巡りが好きです！！ 良
ければ仲良くしてください！

かなさん
どさんこ通り 382番地 2022年8月15日まで

女性
20代

エレクトーン、漫画、アニメ、料理、ナンプレ系の
パズル

シングルマザーです ( ´υ`) 今年4歳になる娘とマンチカンのツナくん
(1歳) ハムスター2匹飼ってます♡ 漫画やアニメが大好きなので、
オススメを教えてください ( ᷇o ᷆ ) 子どものお話してくれる人 大歓迎
です♡ 楽しくお話してくれる方いましたら、よろしくお願いします〜
♪

みちゅちゅさん
どさんこ通り 383番地 2022年8月15日まで

女性
20代

文房具収集、レタセ集め、ディズニー、サンリオ

はじめまして☆ 文通村は初めてですが文通歴は10年以上あります。
日常の事など色々語れたらなと思ってます。お手紙で盛り上がると
ロンレタ派なので10枚くらい書いてしまうこともあります(´˘`＊)う
さぎも飼っているのでうさぎ好きさんも募集してます☆ 既婚の為
女性限定でお願いします！

アメ子さん
うつくしま通り 133番地 2022年11月15日まで

女性
30代

お菓子作り、カラオケ、映画鑑賞、手芸ビーズ、
ぬり絵、食べること

はじめまして。以前にも登録していましたが、また文通をしたいと
思い、登録しました。仕事は障がい者の就労支援の仕事をしてい
ます。日常のこと、お互いの趣味などやり取りできたら、嬉しいで
す。よろしくお願いします。

とるるさん
お江戸通り 1284番地 2022年11月15日まで

男性
40代

低山ハイキング、ウォーキング、寺社巡り、御朱印集め、読
書、映画鑑賞、美術鑑賞、心理学

はじめまして。ハイキングにいま一番ハマっています。晴れた日は
外に出て、森林などを歩くことが好きです。趣味欄に色々と書きま
したが、その他ゆるりと文通できる方を希望しています。趣味や
日常の些細なことを教えて下さいね。どうぞよろしくお願いします。

クロネコさん
お江戸通り 1285番地 2022年11月15日まで

女性
30代

コラージュ、読書、文通、文房具、万年筆、インク、
ガラスペン

文通大好きで、レタ友さん募集しています(｡ᵕᴗᵕ｡) 33歳、子供い
て、平日は仕事をしています。 コラージュ大好きでコラージュした
封筒等使う時があります。 2枚目以降、レタパ使わせてもらいます。
こちらも2枚目以降レタパで構いません。 楽しく文通出来たらなと
思います。よろしくお願いします(*･ω･)*_ _)

雪あかりさん
相模ハマっ子通り 638番地 2022年8月15日まで

女性
50代

旅　映画鑑賞　音楽を聴く　

旅が好きです。（家族旅行も良いですが一人旅が好き） 普段はガー
デニングしながら庭にやってくるシジュウカラを 愛でています。 亡
くした愛犬ゴールデンレトリバーを忘れられない。 本日誕生日なの
で新しい事を始めたくて入会致しました。
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知春さん
お江戸通り 1286番地 2022年8月15日まで

女性
10代

文房具集め、ミステリー、ゲーム

紙、インク等の文房具を集めること、推理もののテレビや本、ゲー
ムなどを楽しむことが好きです！最近は江戸の歴史や下町文化に
ついて学んでいます。 社会人1年目、観光案内とおもてなしで素
敵な旅をお手伝いするのが仕事です(まだまだ未熟者ですが…) 手
紙を書けるお友達が欲しくて登録しました よろしければ文通してい
ただけると嬉しいです！

しおりさん
どんたく通り 306番地 2022年11月15日まで

女性
30代

旅行、美術館、カフェ、ボードゲーム 、スキューバダイビン
グ、映画、ものを減らすこと

育休中で0歳の子がいます。出産前は海外旅行が好きで、一人で
世界一周したこともあります。美術館巡りやアウトドアも好きです
が、育児中の今はシンプルな暮らしを求めて家の掃除や片付けに
勤しんでおり、最近はソファを手放そうか思案中です。様々な価
値観に触れたいので、共通点のある方もない方も是非気軽にお手
紙ください！何気ない日常のあれこれを共有出来れば嬉しいです。

ユニさん
彩の国通り 565番地 2022年8月15日まで

女性
50代

寄席に行くこと、手乗り文鳥と遊ぶこと

趣味とまでは言えないのですが読書や映画鑑賞、演劇鑑賞も好き
です。美術館、博物館も。 ここのところはなかなか行けませんで
したが…。 書店、文具店、図書館には心癒されます。 最近の興
味は老後について(笑)、古いマンションのリフォーム(DIY)です。構
想ばかりでなかなか進みません…。 良かったら気軽に御手紙くだ
さい。


