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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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さとちゃんさん
出雲通り 8番地 2022年11月30日まで

女性
60代

カメラ・写真・音楽鑑賞(洋楽)・ブログ・小物洋裁・
料理

田舎暮らしです。しばらく休止してましたが、身辺が落
ち着きましたので、また文友さんと交流したいと思いま
す。文通出来る事が嬉しくて今からワクワクしています。
どうぞ宜しくお願いします(^^♪

東さん
ピーナッツ通り 202番地 2022年8月31日まで

女性
20代

歴史学、映画、読書、TRPG、FF14、お酒、お絵描き、神
社や教会等の宗教的建造物

少し都会の街から田舎に戻り、美術館や博物館に行くことも無くな
り旅行も減り……何か新しいものを始めようと数年ぶりに文通を
再開しました。 特技は見たいと思っていた本や映画を溜め込んで
しまう事、というのは冗談で、広く浅く熱しやすく冷めやすい、で
すが昔取った杵柄を振るうのだけは少し得意かもしれません。 よ
ろしければ仲良くしてください。

そららんさん
常陸の国通り 126番地 2022年8月31日まで

女性
20代

動画鑑賞、イラスト

初めまして。以前登録していましたが、猫のお世話も落ち着いた
ので再開してみました。ゲームの実況を見たり、ASMR、またはア
ニメを見るのが好きです。歌い手さんも大好きでライブに参戦し
たりしていました。以前やりとりをさせて頂いていた方がまたこの
ページも見て、やり取りしたいと思ってくれたら、また是非お手紙
をよろしくお願いします。

めろでぃさん
お江戸通り 928番地 2022年8月31日まで

女性
20代

プロ野球、ピューロランド、サンリオ、ラジオ、ぬ
いぐるみ、お絵描き

文通村での生活が恋しくなりまた戻ってきました。まだまだ勉強中
ですが野球観戦が好きです。球団マスコットやサンリオなど、キャ
ラクターやかわいいものも好きです。TBSラジオをよく聴きます。
お互いのペースでのんびりお話しできたらうれしいです！

ゆんさん
お江戸通り 1014番地 2022年11月30日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、BL作品（小説・漫画）を読むこ
と、SUPER JUNIOR、カスタムドール

昨年から在宅ワークとなり家にいる時間が増えたため、これを機に
家でできる新しい趣味を見つけようと思い文通村を始めました。
上に趣味を書いていますが、知識的にはどれも浅いです＾＾； カ
スタムドールはプーリップ・テヤンです。今はテヤンが多めです。
様々な方との手紙を通じて知識を深めていけたらと思っています。
よろしくお願いいたします！

のすさん
茶畑通り 198番地 2022年11月30日まで

男性
20代

被害妄想　責任転嫁　証拠隠滅

周りの人間にはとても話せないようなことを吐露したい
です。字は汚いです。

スコーン（旧：ひまわり）さん
お江戸通り 1115番地 2022年8月31日まで

女性
30代

ボトルインク 絵を描く 読書 空を眺める 植物を観察
する 本屋さんめぐり

万年筆にはまっていて、字を書く機会を作ろうと文通を始めました。
もっぱら家族や同僚としか話さないため、世代や地域の異なる
方々ともお話ししてみたいです。今年で30の、0歳児の母です。
どなたでもお手紙いただけたら嬉しいです。

理子さん
ピーナッツ通り 540番地 2022年11月30日まで

女性
30代

読書、映画・ドラマ鑑賞、音楽、ライブ、ゲーム、
漫画、アニメなど

初めまして！ 海外ミステリや洋楽など主に海外ものが好きです。
フェスやライブに行くこともあるので、コロナでそういったことが激
減して寂しい限りでした。これから元に戻っていってほしいです。
ゲームは自分でもプレイしますが、最近はもっぱらYouTubeの実
況を見ています。 趣味や日常のことなど楽しく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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如月さん
相模ハマっ子通り 639番地 2022年8月31日まで

女性
20代

読書、散策、音楽、ツイステ、御朱印、プロジェ
クションマッピング、香り

初めまして。文通に興味があり、登録しました。 本を読んだり絵
画や映像を眺めたり、音楽を聴いたりすること、鑑賞し終わった瞬
間の感覚が好きです。 街中や自然をのんびり歩くのも好き。神社
やお寺の落ち着いた空気感や建造物などを眺めるのも好きです。
お互いの好きなもの、楽しいことについてお話しできると嬉しいで
す。 初心者ですが、よろしくお願いします。

そらさん
六甲通り 169番地 2022年8月31日まで

女性
40代

文通、読書、動物の世話、YouTubeや動画をみる
こと

私は、精神に障害がありますが頑張って仕事に行ってい
ます。文通は子供の頃からしてました。趣味の話しから
いろんな話しができればなと思っています。よろしくお
願いします。

マゼンタさん
相模ハマっ子通り 640番地 2022年11月30日まで

女性
40代

野球観戦、お笑い、神社参拝、カフェ巡り、旅行、日記、
タロット、英語、散歩、野花を見ること

野球観戦が好きです。国内だけでなく、今年はメジャー中継も観
ています。楽しいことが好きで、お笑い動画や番組も観るのも好
きです。週末は神社へ行って、カフェで食事したり、甘いものを食
べたりします。幼い頃から手紙を書くのが好きで文通もしていまし
た。懐かしくて始めたくなりました。よろしくお願いします。

蒼さん
相模ハマっ子通り 641番地 2022年8月31日まで

女性
20代

猫、国内ドラマ、食べること、散歩、文房具、ショッ
ピング

夫と猫と暮らしながら、医療関係の仕事をしています。休日は猫と
お昼寝したり、お茶をしたりしてのんびりするのが好きです。料
理は人並みですが、食べることは大好きです！仕事や趣味、近況
などいろいろなことをお話ししたいです。趣味で集めたレターセッ
トで、たくさんの人と繋がれたらいいなと思ってます。文通初心者
ですが、よろしくお願いします！

いなほさん
六甲通り 392番地 2022年8月31日まで

女性
40代

読書　料理　お酒　食べること スピリチュアル
断捨離　youtube　

以前はパート主婦でしたがのんびりしてみようと専業主婦7年目で
す。ほぼインドアなので筋トレや体力作りに興味があります。スピ
リチュアルが好きで本もたくさん読みます（最近は浅見帆帆子さん
の本にハマってます）ドラマ「ソロ活女子のススメ」が好きです。
断捨離好きです。専業主婦生活やひとり時間、家事などを楽しん
でらっしゃる方と交流してみたいです。同じ趣味の方も大歓迎です。

こころさん
相模ハマっ子通り 642番地 2022年8月31日まで

男性
50代

読書、バイク、ランニング、登山、仕事

こんにちは！ 日々、楽しい事や時には悲しいこともあり
ますが、 文通を通じて、明日の気持ちが少しでも晴れ
やかになればいいなと思っています。 文通は初めてです
が よろしくお願いします。

あめさん
お江戸通り 1287番地 2022年8月31日まで

女性
40代

読書、映画鑑賞、美術鑑賞、

独身アラフォーです。文通は高校生の時に友人としていたきりです
が、文房具が大好きなこともあり、また文通したいと思いました。
休日はカフェでの読書や映画を見に行く事が多いです。のんびりと
やりとりを楽しみたいです。よろしくお願いします。

クーさん
ねぷた通り 67番地 2022年11月30日まで

女性
50代

猫 温泉 映画鑑賞 読書

こんにちは。自然に囲まれた田舎で暮らしています。猫2匹も一緒
です。猫が好きな方と猫について情報交換などができたらいいな
と思っています。日常生活の中で感じたことを気軽に文通できれば
と思います。よろしくお願いします。

すみっこぐらしさん
ピーナッツ通り 541番地 2022年8月31日まで

女性
40代

コスメ、ファッション、塗り絵、文具、100均

初めまして。メンタル持ちでも楽しく出来る方。 デイケアにて塗り
絵にはまり中。 ほかにはゲームもすきです。 人と話すのは好きな
ので字は下手ですが楽しく出来る方とぜひやりたいと思います よろ
しくお願いします

わたなべさん
相模ハマっ子通り 643番地 2022年11月30日まで

女性
30代

旅行,読書,野球観戦,美術館,喫茶店,散歩,鉄道

旅先の思い出を手紙で伝えられたらいいなと思っていま
す。 日常は野球観戦に出かけたり、美術館を巡ったり、
喫茶店やカフェで本を読みゆっくり過ごしているのでそ
の話題も手紙でできたらと思います。
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よろちゃんさん
もみじ饅頭通り 185番地 2022年8月31日まで

女性
60代

読書　山歩き　編み物　映画鑑賞　庭作り

定年退職後、実家に移住し自然の中で生活しています。
最近、ご無沙汰していた書くことの新鮮さ、楽しさを感
じ、脳の活性化につながればいいなと思っています。

みゆさん
きびだんご通り 128番地 2022年8月31日まで

女性
40代

旅行、カフェ巡り、動画視聴、雑貨屋巡り、家庭菜園、ゲー
ム(switch)、文具集め他多数

アナログ大好き40代、主婦兼介護士です。子育て(という年頃の子
供でもないですが)も残すこと僅かになり、自分に時間を使えるこ
とができるようになりました。昔から多趣味で極めることはできま
せんが、できることをその時に楽しむスタイルを大切にしています。
老若男女問わず、色々な方と楽しく文通ができたらと思っています。
よろしくお願いします。

こきあさん
杜の都通り 187番地 2022年8月31日まで

女性
40代

食べること、お料理、音楽鑑賞、一人カラオケ、クラリネッ
ト、サイクリング、ドライブ、キャンプ

お店で便箋を見る度に、誰かと文通してみたいな。と思っていまし
た。保育士をしています。美味しいものを食べることが大好きです。
お手紙を通していろいろなことをお話できたら嬉しいです。どうぞ、
宜しくお願い致します！

織花さん
茶畑通り 233番地 2022年8月31日まで

女性
40代

ゲーム、ネットショッピング、ハンドメイド、マスキングテー
プ等紙物集め、ウマ娘のゲームアプリ

紙物に久しぶりに火がつき色々買ったり作ったりしています。 女性
限定、年齢については問いません。 お互いマイペースできる方、
お手紙については自作レタセでも◎ 多趣味な為書いてない物もあ
ります。 お手紙お待ちしております♪

じゅなさん
お江戸通り 394番地 2022年11月30日まで

女性
40代

音楽鑑賞、カフェ巡り、文具集め、レターセット集
め、Tiktok

はじめまして、じゅなと申します。 レターセットが沢山あるので、
文通をしてみたいと思いました。 KーPOPが好きで毎
日、straykidsや、BTS、 IUを聞いてます。 たまにZARDも聞いた
り、 色々聞きます。 Tiktokは投稿もしたり、見たりしてます。 レ
ターセットは沢山ありますが、特にこだわりがない方、お待ちして
おります！

春谷　省太郎さん
常陸の国通り 182番地 2022年8月31日まで

男性
20代

読書　音楽鑑賞　古着　古本　展覧会　だらだら
すること

学生をやっております。 最近、「ノラや」を読み、手紙を書くこと、
読むことがすごく良いなと思ったのですが、だからといって、文通
をするような相手がいるわけでもなく、すがるようにGoogleで検
索してみたところ文通村を見つけた次第です。 文通することが
日々の楽しみになるといいなと思っております。よろしくお願いい
たします。

るるはさん
どんたく通り 307番地 2022年11月30日まで

女性
20代

犬、猫、100均巡り、ネイル、ゲーム（刀剣乱舞、
あつ森）

こんにちは！普段は福祉関係の仕事をしています。休みの日はゲー
ムをしたり、実家に帰って犬や猫と遊んだりしています。100均や
自作のレタセでも気にしない方で性別年齢問わず色んな方とお話
がしたいです。お互いに無理ないペースでできたら嬉しいです。
よろしくお願いします！

Kioku.さん
しゃちほこ通り 429番地 2022年8月31日まで

男性
50代

よくある読書、よくある映画鑑賞、よくある音楽鑑賞、猫と
生活する事、シュレディンガーの猫等

人生の黄昏時に小説家を目指しています。 文筆力を磨くために文
通を始めようとしています。 そんな私の稽古相手を募集していま
す。 言い換えるならサポーターを募集しています。 美しい手紙を
モットーに、文通相手を募集しています。 どんなやり取りでもお
応えしますので、幅広い年齢の皆様、何卒、何卒お付き合いお願
い申し上げます。

土の上ふみこさん
お江戸通り 1289番地 2022年8月31日まで

女性
20代

読書、占い、散歩

はじめまして。土の上ふみこです。文通は初めてなので緊張して
います。最近は字を書くことも少なくなり、スマホばかりなのでぜ
ひみなさんと文通をしたいと思い申込を致しました。文字から伝わ
るたのしさを交換したいです。

まめこさん
お江戸通り 1290番地 2022年8月31日まで

女性
20代

野球観戦、読書、神社巡り（お守り集め）、ミッ
フィー、奈良美智さん

保育関係の仕事をしています。野球観戦と読書が趣味です。また
ミッフィー大好きです♡小川糸さんの『キラキラ共和国』を読んで
文通をしたくなりこちらに登録させていただきました☺︎色々な世
代の方とゆるやかにやり取りできたら嬉しいです。宜しくお願いい
たします。
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こてむーさん
ちょるる通り 69番地 2022年11月30日まで

女性
40代

愛猫のお世話、ゲーム

日々の何気ない日常を共有できたらと思いこちらに登録
しました。紙もの大好きなので、そのあたりも楽しめた
らと思っています。 全国の方とのご縁を楽しみにしてい
ます。よろしくお願い致します。

紬さん
お江戸通り 273番地 2022年8月31日まで

女性
30代

読書、ゲーム（刀剣乱舞、FGOなど）、散歩、音
楽鑑賞　時々は美術館や旅行にも

紬（つむぎ）と申します。日々のよしなしごとをのんびりお話でき
たらいいなあ、と思い登録させていただきました。新参者ですが、
よろしくお願いいたします。／ここ数年ですっかりインドアになり
ました。手帳が好きで、次は何にしようか早くも思いをめぐらせて
います…。年齢や性別、趣味問わず、いろいろなお話ができれば
嬉しいです！

茉里花さん
古都みやび通り 219番地 2022年8月31日まで

女性
50代

カフェ巡り

SNSで溢れている日常に少し疲れてしまっています。 手
紙の温かさに触れて、癒されたいと思います。 皆様、
よろしくお願い致します。

てらさん
越中通り 74番地 2022年11月30日まで

女性
30代

・文房具集め・映画鑑賞(特にホラーが好きです)・
絵を描くこと

はじめまして！ 好みの文房具を見つけるとつい買ってしまい、最早
趣味となりました。 特にレターセットが好きで集めているのですが、
使うあてがなく寂しく思っていました。 ぜひ日頃の事や趣味につい
て等のんびり文通出来れば嬉しく思います。 年齢に合わないよう
な可愛いデザインのものを使うこともあるかと思います… 気になら
ないという方、ぜひよろしくお願いします。

みやこさん
相模ハマっ子通り 644番地 2022年8月31日まで

女性
20代

アニメ・映画鑑賞、ハリーポッター、甘いもの、演
劇サークル

小説や映画で登場人物達が手紙を送り合う描写に憧れて始めまし
た。日常の話、美味しかった食べ物の話、映画の感想など色々と
お話ししたいです！老若男女様々な方とやり取りできたらと思います
(・▽・） 文通初心者で返信はゆっくりめですが、よろしくお願いし
ます！


