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第298号

2022年6月13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。

男性
50代

井上井月さん
上州三山通り 44番地

2023年6月15日まで

女性
40代

ユーチューバー

いちごキディさん
うつくしま通り 62番地

2022年9月15日まで

初めまして。読書好きな40代女性です。カフェ巡り等が好きです。
手工芸も趣味にしており、いろいろ作ったりしています。以前より
文通をしており、手紙を書く時間は貴重な時間だと思い、また文通
がしたくなりました。いろいろな方とお手紙のやりとりをしたいと
思います。よろしくお願い致します。

菜っぱさん
加賀の国通り 51番地

女性
30代

2022年9月15日まで

しばらくお休みしていましたが再開しました。紙ものが好きなので
かわいい便箋を使ってお手紙を書きたいと思っています。趣味とい
うほどではありませんが、浅く広く好きなものはたくさんあります！
趣味の合いそうな方にお手紙出そうと思います♪よろしくお願いし
ます。

ねこですさん
ピーナッツ通り 449番地

2022年9月15日まで

アニメ、ゲーム、漫画、水族館、ネコカフェ
はじめまして、IT業界に勤めている会社員です。 趣味
は漫画の執筆です。 猫が好きなのでネコカフェにたまに
行きます。 海外に暮らした経験があり英語も少し喋れま
す。

詩織さん
相模ハマっ子通り 654番地

2022年9月15日まで

読書、図書館、クロスワード誌、ポケモン、手帳、氷室京
介、河村隆一、ZARD、シナモロール
10代の頃からお手紙の温かさが好きです。 趣味以外でも、日常の
些細な出来事等も話せたら良いですね。 お返事は早く出せると思
います。年齢、性別問いませんので良かったら、お手紙をお待ち
しています^ ^

男性
60代

りんちゃんさん
茶畑通り 194番地

2022年9月15日まで

読書、陶芸、クラシックギター、ノルディックウオー
ク、英会話

紙もの集め、田中達也さんのミニチュア、絵本、ドラマ(朝
ドラ、民放)食べること、スキンケア

男性
30代

2023年6月15日まで

はじめまして。時計がわりにしていたEテレに今ではすっかりハマっ
てしまった子供がいない夫婦二人暮らしのパート主婦です。以前、
病気治療のため一度退会しましたが回復し、仕事と家の往復ばか
りの日々に何か楽しみを作りたいと思い再び入村しました。どうぞ
よろしくおねがいします。

読書、手芸、工芸、カフェ巡り、買物、料理、邦
楽、映画、海外＆国内ドラマ

女性
20代

信濃通り 47番地

朝ドラ、ランニング(休み中)、読書、記念スタンプ、通信講
座、石鹸、日本酒、Eテレ、ルピシア

万年筆・デルタで書く手紙。もうすぐ六十の還暦です。
私が幼い頃に見慣れていた手書きの文字を思い出しなが
ら書いています。よろしくお願い致します。

女性
40代

さくらさん

仕事をつい最近、リタイヤしました。 住居は横浜にありますが、
コロナ緊急事態宣言中で移住ができません。つい最近、封書で知
人に手紙を差し上げたら、メールの時代に郵便ポストから手紙を取
り出す瞬間、とてもわくわくしましたと返事をもらいました。手紙
を書くのは好きなので、もっとその機会が増えればと思い、入会を
希望しました

女性
30代

ハルカさん
さるぼぼ通り 113番地

2022年12月15日まで

文通、料理、テレビ鑑賞（バラエティ番組、アニ
メ)、日記
小１娘と年少息子の子育て中です。 短時間のパートで働いていま
す。 レタセにこだわりはない方なので、１枚目からメモ帳やレタ
パで書いてくれても大丈夫です。 小学生の頃からお手紙を書くの
が好きです。 楽しくやりとり出来たら嬉しいです。
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女性
50代

2022年6月13日

ちーこさん
茶畑通り 234番地

2023年2月15日まで

女性
20代

ぼーっとする事

すなぎもさん
ピーナッツ通り 542番地

2022年9月15日まで

社会人2ヶ月目です。友達0。メンタルが限界なので誰
かと繋りを持ちたいなと思ったので始めてみます。よろ
しくお願いします。

とりとりさん
相模ハマっ子通り 645番地

女性
20代

2022年12月15日まで

はじめまして。2歳男の子育児中、介護職しています。
手紙が届く楽しみが好きです、育児や仕事のこと、日常
生活のことなどゆっくりとお話したいです♬ポストカード
も大歓迎です！（女性限定）

すみれさん
もみじ饅頭通り 186番地

2022年9月15日まで

女性
30代

貝島さん
お江戸通り 1296番地

2022年9月15日まで

自転車、ラジオ（馬鹿力/CNANN）、模様替え、漫画（ダ
ンジョン飯）、読書、音楽、史跡巡り
色んな世代の方と文通をしてみたく始めました。 土地の風習・言い
伝え等の不思議な話や、名産・旬の食べ物・生活・趣味の話が好き
です。クロスバイクに乗ったり絵を描いたりしています。好きな物
の話とか日々の話とか色んな話が出来ると嬉しいです。 ダンジョン
飯と恒川光太郎の新刊を楽しみに生きています。どうぞよろしくお
願いします！

お江戸通り 1293番地

2022年9月15日まで

初めての登録です。 最近はYouTube(アモアス配信多め)を見たり
推し活したり、百均巡りにハマってます～！！シールや紙モノを見
るとつい買ってしまいますが使い道もなく、調べていたら文通村が
出てきたので登録してみました。映画、小説やアニメも好きです。
お勧めあれば教えてくださいm(*_ _)m

女性
50代

まりんさん
ちゅら海通り 73番地

2022年9月15日まで

スペイン語 ジャズダンス ミュージカル ジャニー
ズ 犬
はじめまして。スペイン語を勉強始めました。興味ある
こと沢山ですが日々楽しい事を探して楽しんで生活して
います。文通内容は短いかもしれませんが長くお話でき
たらいいなぁと思っています。どうぞよろしく！

女性
20代

カフェ・喫茶店巡り、旅行、映画・アニメ鑑賞、水
族館・博物館、K-POP、ジブリ
とにかく出かけることが大好きです！ 映画はアクション、戦争、ノ
ンフィクションものが好きです。 K-POP
はTWICE、itzy、redVelvet、aespaを主に聞いていて他にもたくさ
ん聞いています。 ジブリ好きな人とも話してみたいです。 日々の
ことや仕事、好きなことなど気楽に楽しくやりとりしたいと思ってい
ます！ お手紙お待ちしております。

みづきさん
映画鑑賞、ゲーム、アニメ、ネイル、麻雀、お酒、買い物、
紙モノ集め、ボドゲ、すみっコぐらし

シール・レタセ集め、紙もの制作、100均巡り、雑
貨屋・カフェ好き、嵐、ふなっしー

女性
20代

2022年9月15日まで

はじめまして、 花瓶と申します。 以前、文通をしてましたが社会
人になると共に文通から離れてしまい、また文通を通して温かみの
あるやりとりをしたく登録しました。 趣味の他に、温泉、ボウリン
グ、キャラクター等好きです。 他はやり取りしながら知って頂けた
らと思います。 よろしくお願いします。

ひたすらスマホをいじる、アニメ見る、漫画読む、
ゲームする

女性
30代

さがん通り 23番地

文房具全般、御朱印集め、カフェ巡り、百均巡り、
映画鑑賞

コロナ禍、人との繋がりが減ってしまい、鬱々してます。
手紙を書くことは好きなのでお願いしました。

女性
20代

花瓶さん

るなさん
彩の国通り 566番地

2022年9月15日まで

カラオケ、Youtube鑑賞、お買い物(お出かけ)
昔から歌うことが好きでわりとどこでも頭に浮かんだ曲を自由気ま
まに歌ってたりします。 雑貨屋さんに行くのも好きで 特に欲しいも
のがなくても見かけると入ってしまいます。3COINSとサンキューマー
トがお気に入りです。

女性
20代

すももさん
相模ハマっ子通り 646番地

2022年9月15日まで

編み物、スイーツ、エスニック料理、動物、お笑い芸人のラ
ジオ、YouTube、雑貨、ジブリ
子どもの頃から手紙を書くのが好きで、文通はずっと憧れでした。
共通の趣味がある方はもちろん、それ以外にもいろんな方とやり
とりしてみたいです。 最近はお風呂上がりに紫蘇ジュースを飲ん
でさっぱりするのにハマっています。 日常のささやかな楽しみなど
共有できたら嬉しいです。よろしくお願いします。
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女性
20代

2022年6月13日

こはるさん
お江戸通り 1297番地

2022年9月15日まで

女性
40代

るってぃさん
なにわ通り 595番地

2022年9月15日まで

読書、ゲーム、カフェ巡り、アニメ鑑賞、音楽を聴
く

絵描き・アニメ・文房具・哲学・歴史・ペット・断捨離・一人旅・
歴史・心理学・美容健康

私と趣味のことを話しませんか？ もちろん、それ以外のことでも大
歓迎です 普段は主にゲームをしながら過ごしています 原神という
ゲームです それ以外の空いた時間には読書をしたり、音楽（ボカ
ロや歌い手さん）を聞いています 私と趣味が合う方、これらのこ
とを語りませんか。 それ以外の方でも、私は好奇心の塊なので新
しいことを教えて頂けると嬉しいです

多趣味ですがミニマリスト志向・シンプルライフを実践中で
す。OVA全盛期から最新の作品まで大好きな生粋のアニオタです。
ASD・うつ病持ちの為、長年在宅勤務・げっ歯類や爬虫類と一緒に
隠居暮らしをしています。申し訳ありませんが育児や子供関係の
話題は苦手な為NGとさせて頂きます。

女性
50代

ふじこさん
茶畑通り 235番地

2022年9月15日まで

女性
20代

ドライブ、散歩、温泉、映画鑑賞(主に洋画)、音
楽、お酒、BTS(ホビペン)、旅行
子育てが一段落し、ぽっかり空いた時間を有意義に過ごしたくて、
文通村の扉を開けました！1人でこもっているのも好きですが、好
奇心旺盛で知らない街や世界観を見聞きし、刺激を受けるのはもっ
と大好きです!!仕事をしているので、風の吹くまま気の向くままお
便りしていけたらいいなと思います。どうぞよろしくお願いします。

女性
40代

ゆうきさん
さるぼぼ通り 114番地

2022年9月15日まで

女性
10代

冬さん
お江戸通り 1300番地

2022年9月15日まで

女性
60代

はるさん
琵琶湖通り 81番地

2022年12月15日まで

気が向いた時にガーデニング、また始めたい山歩
き、猫が好き
退職をして少し時間に余裕が出来ました。老若男女、全
国津々浦々、新しい出会いが出来ればと思います。どう
ぞよろしくお願いします。

2022年9月15日まで

はじめまして、すみれです 疲れきった自分が嫌になって、思い切っ
て安定職をやめました。今はダブルワークをしています。 気軽に
話せる友達がいないので、自分のことを素直にさらけ出せる場所
がほしいなと思いました 好奇心旺盛なのでいろんなことに目移りし
てしまいます。 皆さんの趣味を教えてほしい、ちょっとした悩みを
共有したい、と思っています

男性
30代

よっしーさん
彩の国通り 568番地

2022年9月15日まで

トイプー(癒し)、音楽(ライブ/AAAMYYY/星野源)、服
(オーラリー)
はじめまして。心が動いたこと(先月行ったライブの臨場感が思い
出に残りました)、些細な日常のこと(最近インフルエンサーの事務
所にスカウトされました、しかも2回目w)、仕事や勉強のこと、趣
味のことなど、なんでも構いませんので好きな飲み物片手にのん
びり楽しくお話し出来たらと思ってます。トイプーの話も。全部本
当の話なのに盛ってる感が…(笑)。

女性
10代

読書、映画鑑賞、アニメ、漫画、ピアノ、美術館
文通に憧れがあり入村しました。最近は少女文学にハマっていて、
少し前にミシンを読みました。アニメだと旧H×Hや灰羽連盟が好き
です。話し上手ではないのと、初めての文通なので失礼もあるか
と思いますが、色んな方とお話しできたら嬉しいです。よろしくお
願いします。

相模ハマっ子通り 649番地

読書、占い、馬、ダイエット、神社めぐり、映画
鑑賞、語学勉強

ドラマ鑑賞 音楽鑑賞 主にSEKAINOOWARI、優里 犬ビー
グル カラオケ

小6、小5の女の子、年長の男の子の３人の子育て真っ
最中です。ゆっくりできる時間に誰かを想って手紙を書
きたいと思いました。文章は上手くないですがどんなこ
とでも話せたら嬉しいです。

すみれさん

にるさん
どんたく通り 308番地

2022年9月15日まで

読書.アニメ・映画鑑賞.カラオケ.コスメ集め.KPOP.プロセカ.漫画
大学生です。久しぶりに誰かにお手紙を書いてみたいと
思い始めました。人のお話を聞くのが好きなので趣味の
合う方はもちろん色々な方とお話ししたいです。

女性
40代

ぼたんさん
ピーナッツ通り 543番地

2022年9月15日まで

映画・舞台鑑賞、読書、コラージュ(初心者)、カフェ・喫茶店
めぐり、神社仏閣めぐり
最近、コラージュを始めました。 Instagramで皆さんの素敵な作
品を見ていると、私もどなたかとお手紙のやり取りをしたくなり、
こちらに登録致しました。 まだ初心者なのですが、同じコラージュ
が好きな方、良かったら連絡ください。 コラージュされない方も
歓迎です。 日常の何気ない出来事や小さな幸せを共有出来たら嬉
しいです。
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女性
20代

2022年6月13日

みきさん
茶畑通り 236番地

2022年9月15日まで

女性
30代

料理、読書、カフェ巡り、ショッピング、ツムツム
はじめまして。 社会人5年目です。最近異動・転勤があり、これま
でと別の業種で働くことになりました。仕事が慣れず、何か趣味を
増やしたいと思い、文通を始めたいと思いました。 普段の他愛も
ない話をのんびりとしたいです。よろしくお願いします☺︎

女性
40代

みちみちさん
相模ハマっ子通り 652番地

2022年9月15日まで

女性
20代

このさん
どさんこ通り 386番地

2022年9月15日まで

男性
20代

えるくさん
2022年9月15日まで

様々な世代の方と繋がり、自身の視野を拡げたいと思い入会しま
した。 文通は初めてですが手紙を書く事は好きなので、一通一通
心を込めて書きたいと思います！たくさんの方とのんびり楽しく繋
がる事を楽しみにしております。 よろしくお願い致します。

こころさん
お江戸通り 1301番地

出雲通り 39番地

2022年12月15日まで

車、映画鑑賞、時計、ゲーム、アニメ、旅行
はじめまして。社会人5年目です。文通に前々から興味が有ったの
で思い切って始めてみました。趣味や日常についてお話しできれ
ば嬉しいです。色々な世界に触れてみたいと思っていますので、
趣味欄に書いていない趣味をお持ちの方も、是非色々お話を聞か
せてもらいたいです。よろしくお願いします！

女性
50代

むんむさん
杜の都通り 188番地

2022年9月15日まで

初めまして。 子どもも離れていき、自分の時間が出来
ました。今は昔からやってみたかったピアノに挑戦しつ
つ、犬と一緒に暮らしています。よろしくお願いします。

女性
30代

ゲーム実況動画を見る、読書(ミステリー)、ゲーム、
パン屋巡り

女性
50代

ひろさん

読者

文通初心者です。レターセット集めが好きです！でも使う機会も
なく、ずっと文通がやりたかったので思い切って始めてみることに
しました！ 普段は仕事をしていますが、休みの日は特にやること
もなく猫とのんびり過ごしています。 映画館で映画をみたり、雑
貨屋さん巡りや食べることも大好きです！ 気ままにやり取りでき
たらと思います。是非よろしくお願いします♪

相模ハマっ子通り 653番地

2022年9月15日まで

手紙を書くのも頂くのも好きで、入村させて頂きました。趣味は読
書で、特に推理小説が好きですが、エッセイや歴史物などいろい
ろ読みます。漫画も好きです。動物が好きで、今は４匹のラット
たちと同居中。一挙手一投足全てが可愛い方々です。 普段接する
ことのない方とお話し出来るのが楽しみなので、年齢や性別など
は気にしません。どうぞよろしくお願いいたします。

映画鑑賞、猫と過ごすこと、登山

女性
30代

ドイツ通り 1番地
読書、動物、紅の豚

文具、本、家庭菜園、映画、商店街、古着、旅、カフェ、
食、絶景、アロマ、古民家、建築、美術館
夫と2人暮らしの40代パート主婦です。興味が多くあります。文房
具が好きで気がつくと集めてます。 アロマで癒されながら家庭菜
園を楽しんでいます。 レトロ、古着、商店街、喫茶店、古民家な
ど懐かしいものも好きです。趣味に記載されていることが好きなこ
とですが、多くの事に興味を持っているので、色々知りたいです。
楽しく文通できたら嬉しいです。よろしくお願いします。

あさがおさん

2022年12月15日まで

ちまたろうさん
どんたく通り 309番地

2022年9月15日まで

音楽鑑賞、カラオケ、ゲーム、映画鑑賞、読書、
ドラマ鑑賞、ファッション、ダイエット
初めまして！ 最近、仕事ばかりの日々で新たな刺激が足りなかっ
たため 思い切って文通村に参加させていただきました！ 文通のや
りとりは10-20年前くらいにしていたのですが 今の感じを知らない
ので色んな方と交流して覚えていきたいです(^^) どうぞよろしくお
願いします

女性
20代

日月さん
彩の国通り 569番地

2022年9月15日まで

文具、読書、手芸、料理、映画、ゲーム、アニメ、
歴史

文房具、漫画、観劇、ゲーム、散歩、カラオケ、
文を書く、絵を描く

いくつになっても好きなことはやめられないず、興味は尽きず、結
果多趣味です。 年齢問わず、好きなことや趣味についてお話でき
たらと思います。お互い無理のないペースで続けていきたいです。
よろしくお願いします。

社会人2年目、小学生ぶりに文通をしたくなり村に入りました。老
若男女、趣味が合う人合わない人、そんな色々な方と趣味でもそ
れ以外でも様々なことを、のんびりとペンでおしゃべりしていただ
けると嬉しいです。ちなみに最近熱中しているのはfgoです。
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香坂

有朱さん

彩の国通り 570番地

2022年12月15日まで

音楽鑑賞、アロマ、紅茶、ディズニー、猫、文房
具、カフェ、ドライブ、SNS など
初めまして、有朱（ありす）と申します。 いろんな趣味を広く浅く
楽しんでいます。 精神疾患があるため、のんびりと文通してくれ
る方お手紙ください。 文通は初心者なのですが、文字を書く機会
と長く付き合える友達が出来たらいいなと思って入村しました。話
すことも大好きなので、お手紙でお話しましょう。よろしくお願い
します。

