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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。

1　　

くまさん
もみじ饅頭通り 48番地 2023年1月15日まで

女性
20代

御朱印集め

はじめまして。福祉施設で生活支援員しています。20代後半の独
身者です。人に思いを伝えるのが苦手な自分を変えたくて、この
たび入村しました。お寺めぐりが好きで、休みの日には御朱印帳
持って出かけています。日々の悩みや出来事・恋バナ等ゆっくりマ
イペースにやりとりしたいです。初心者ですが、よろしくお願いし
ます。

あさこさん
ピーナッツ通り 32番地 2023年1月15日まで

女性
40代

紙モノ収集、コラージュ、YouTube、ゲーム（最近はプロセ
カ）、猫と過ごすetc..

40代のパート主婦です。主人と中学生の娘、猫4匹と暮らしてます。
以前にも登録していて再登録です。趣味が合う方はもちろん、全
く違う趣味の話でも、仕事の話でも、家庭の話でも、色々気兼ね
なく話せたらと思います。 年齢性別問いません。 以前やりとりさ
せて頂いていた方も是非また文通できたら嬉しいです。 お気軽に
お手紙ください'(◍•ᴗ•◍)*｡

ゆきさん
日向の国通り 31番地 2023年7月15日まで

女性
40代

ビデオ観賞、猫と遊ぶ、レジン、マンガ、温泉

高校生の頃に文通をしており懐かしい気持ちになり、また手紙の
やり取りが出来れば嬉しいです。 年齢、性別は問いません。 趣味
や日常の些細な出来事をお手紙でお話出来たらいいなと思います。
手紙のペースはゆっくりです。気長にお待ち頂けると嬉しいです。

まなかさん
古都みやび通り 221番地 2023年1月15日まで

女性
30代

静岡、SixTONES、キンプリ、ウクレレ、婚活、料理、シー
ル、美術館、寺神社、ジブリ

♪再入村♪静岡出身で茶畑通りから京都に１年お試し移住し一人暮
らし中の独女です。資格取得した医療事務の仕事に就くか京都で
どう生活するか模索中。以前やり取りしていた方もご新規さんも♪
趣味が合わなくても◎どなたでも◎葉書やミニレター短文も大歓
迎◎お気軽にお待ちしてます♪

むつをさん
ピーナッツ通り 467番地 2002年10月15日まで

男性
50代

読書　CD DVD観賞　ウォーキング　パンづくり
ピザづくり

初めまして。僕の生活を知ってもらいたいです。

ぽむさん
加賀の国通り 68番地 2023年1月15日まで

女性
20代

ポケモン、旅行、食べ物、YouTube、100均、書道、ピア
ノ、子ども、ガジェット、歌

食べることが好きな教育を学ぶ大学生です！ 文通歴1年半です！
精神疾患がありますが、普通に生活しております。 人と文字を通
して繋がる楽しさから、文通村に入会しました！ 年齢は問わ
ず、NGもありません！共通の趣味の方嬉しいです。東海オンエア
が大好きです♪ポケGOガッツリやってます('0')/お返事するのが楽
しみ(〃'▽'〃)気軽によろしくお願いします！

ゆらさん
お江戸通り 1223番地 2023年1月15日まで

女性
20代

観劇（東宝・宝塚）、デザイン、イラスト、TRPG、犬、裁縫
（あみもの、刺し子など）

誰かを思って文字を書いたりデザインをしたりするのが好きで登録
しました。 休日は犬と戯れるか観劇・TRPGなどしています。花が
好きで華道師範（持っているだけ）。花言葉と一緒に草花を楽し
んでいます。 何てことない日常から、最近見た舞台の話、好きな
シナリオなど様々なお話ができたらうれしいです。

海女さんさん
どんたく通り 312番地 2022年10月15日まで

女性
60代

読書、ハープ演奏

普通のおばさんです。 哲学に興味があります。
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黄色いＴシャツさん
なにわ通り 598番地 2022年10月15日まで

女性
40代

絵手紙 パン作り 博物館鑑賞 カフェ巡り イギリスが
大好き！

今年から絵手紙教室に通い始めました。 せっかく書いた
絵手紙、誰かに送りたい！と思い、入会させて頂きまし
た。 絵手紙と一緒に、パン作りや博物館鑑賞などのこと
もお話ししたいです！

いちごさん
彩の国通り 571番地 2022年10月15日まで

女性
40代

読書、音楽、キックボクシング、ジム、犬、ドライブ、美容、
コスメ、メルカリ、写真、ムーミン

久しぶりに文通がしたくなり、こちらに入会いたしました⭐︎ レター
セット、100均、ミニレター、ポストカード、ルーズリーフ、バラな
ど気持ちがこもっていれば何でもOKです！ 子どもたちも大きくな
り、仕事と自分の時間を楽しめるようになりました。 日々の何で
もないこととかを手紙を通じてお話したいです^ - ^

るるんぱさん
かぼす通り 55番地 2023年7月15日まで

女性
40代

散歩、ドライブ、一人旅

最近、文字を書くことが少なくなって時々、言葉や漢字
が思い出せなくなって大変になってます。 仕事の人と付
き合いがなくなり、もっと色んな人に触れ合い語り合い
たくなりました。

おみずさん
相模ハマっ子通り 658番地 2022年10月15日まで

女性
20代

一人で過ごすこと、自分の世界に閉じこもること

子供の頃から文字を書くことが好きだったので、文通をしてみたい
なと思い、こちらに登録してみました。一人で過ごすことが好きで
すが、人に興味があり、色々な方の色々なお話を聞いてみたいと
思います。性別・年齢は特に気にしません。よろしくお願いします。

うおのめさん
彩の国通り 572番地 2022年10月15日まで

女性
20代

散歩、音楽鑑賞、ラジオ、お笑い、カフェ巡り、
漫画を読むこと、イラスト

お笑い、音楽が大好きです。 お笑いは若手からテレビによく出ら
れてる芸人さんまで幅広く見ているつもりです。 音楽はサカナク
ション、東京事変を主に聞きますがジャンル問わず広く浅くいろい
ろ聞いてます。 ラジオもよく聞きます。 漫画、アニメもよく観ます。
(ジャンプ系好き。) ただいま絶賛大喜利勉強中。麻雀にも興味あ
ります〜。

菜の花さん
相模ハマっ子通り 659番地 2023年1月15日まで

女性
20代

ゲーム、サンリオ、空を眺める、食べること、文房
具、旅行、刑事ドラマ、綺麗な景色

既婚者で小学生の子どもと夫の3人暮らしです。色々お話したくて
登録してみました。 知らない世界を知ってみたいので、皆さんの
好きなことを教えていただきたいです。 お手紙の形式や長さに拘
りはありません。 年代は問いませんが、夫に悪いので女性限定で
お願い致します。

しばさん
杜の都通り 190番地 2022年10月15日まで

女性
20代

音楽、カラオケ、読書、お酒、コーヒー、映画

ずっと文通に憧れがあり、文通村を利用させていただくことにしま
した。人との関わりが少なく寂しさを感じることが多くなってきた
ため、気の合うどなたかと親しくなれたらとても嬉しいです。拙い
文章になるかもしれませんが、いろいろお話しましょう。 音楽が趣
味で、聴くのも歌うのも好きです。1人カラオケによく行きます！
よろしくお願いいたします！

ふぉぜしまさん
お江戸通り 1310番地 2022年10月15日まで

女性
30代

散歩。ふわふわの動物を見ること。漫画

小学生時代にハマっていた文通を懐かしく思い、また始
めてみました 色々と疲れやすいご時世ですが、ゆるーく
お手紙のやり取りをして息抜きしましょう 宜しくお願いし
ます。

月結　珠子さん
彩の国通り 573番地 2023年1月15日まで

女性
40代

ピアノ演奏、愛犬と散歩、パン屋巡り、猫様と遊ん
でもらう

仕事と日々の生活に追われ、気がつけば立派な中年に
なっていました。人との繋がりや、手紙のお相手を思う
時間を大切にしたいと思い、今回入会致しました。よろ
しくお願い申し上げます。

ぺんちゃんさん
紀州通り 41番地 2022年10月15日まで

女性
30代

文房具集め、神社参拝、水族館、カラオケ、 ケー
キ、パン屋さん巡り

文通初心者です。趣味や色々お話できたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
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永見さん
どんたく通り 314番地 2022年10月15日まで

女性
20代

本、映画、漫画、アニメ

未知の価値観を知ることが好きな性格で、文通をはじめ
ることにしました。趣味はSFやファンタジー、歴史、社
会学関連を広く浅く漁るのが好みです。どうぞよろしく
おねがいします。

はるさん
ピーナッツ通り 547番地 2022年10月15日まで

女性
20代

ハリーポッター/アンティーク/ゲーム/ハンドメイド/美術館/料
理/パン作り/読書/絵/紅茶

日々のこと。その時々で感じたことや考えたこと。そういう何気な
いことをお話したいです。基本多趣味なこともあり、色々な人と
色々なお話をして自分の世界を広げられたら嬉しい限りです。アン
ティークが好きなので、手紙もなるべくお気に入りの道具たちを使っ
て書こうと思っています。初心者で至らぬ所もあると思いますが、
どなたでも大歓迎なのでよろしくお願いします。

ヤギとの生活さん
常陸の国通り 187番地 2022年10月15日まで

女性
40代

読書、旅行、御朱印巡り

子供2人を育てながら、働いています。 子供時代、数名
の方と文通したことがあります。 毎日ポストを見る楽し
み、ワクワク感が懐かしく思い出しました。字は上手で
はありませんが、手紙を書くのが好きです。

ゆるこさん
常陸の国通り 188番地 2022年10月15日まで

女性
20代

読書、美術館、落語、ベランダで植物栽培、文鳥、
散策

はじめまして。社会人3年目、たまには大学時代の友人や会社の
人以外ともゆっくりお話してみたくて文通に興味を持ちました。趣
味のこと、仕事のこと、最近お出かけしたところ、今日の嬉しかっ
たこと……日常をちょっぴり共有できたら嬉しいです。お手紙お待
ちしています。

マルシェさん
紀州通り 42番地 2022年10月15日まで

女性
40代

音楽鑑賞、銀色夏生、ココア、サンドウィッチ、鈴
木祥子、猫村さん、ラベンダーの香り

はじめましてマルシェです。 横書きでカジュアルな手紙を書きます。
最近『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』という本を知人が
贈ってくれました。こんな文章を書いてみたいと思いながら読みま
した。 できれば同年代の女性と懐かしい話も含めて、ときには楽
しく、ときには真剣に手紙を通してお話ししたいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。

たにやんさん
琵琶湖通り 82番地 2022年10月15日まで

女性
20代

読書、カフェラテ片手に散歩、海

初めまして！社会人4年目になり、仕事中心に過ごしてきた日々に
疲れてしまい、色んな世界や価値観に触れてみたいと思い始めて
みました！もともと手紙を書くことは好きで、文通を始めてみよう
と思いました。よろしくお願いします！

なぁこさん
なにわ通り 599番地 2023年1月15日まで

女性
40代

映画、読書、お菓子パン作り、語学勉強、野球観
戦、美味しいご飯、美術館

もともと字を書くのは好きなのに、昨今は書く相手がおらず。SNS
は趣味が合う人を見つけるのは簡単にできるけどだからといって住
所聞いて手紙を書くなんてこともできないので文通村を見つけてさっ
そく入会しました。 いまはとにかく誰かと手紙のやり取りがしたい
と思ってます。こんな機会なので全国にペンパルができたらうれし
い。あなたの地域のお話をおしえてください。

いよりさん
相模ハマっ子通り 660番地 2023年1月15日まで

女性
20代

手芸、料理、美術鑑賞、書店めぐり、文房具あつ
め、ぬいぐるみ

はじめまして。手書きや手づくりのものが大好きで、作家活動な
どもしています。 日々の素敵な瞬間を切り取って誰かと分かち合
いたいと思い、文通村を選びました。 文通は人生で初めてですが、
たくさんの方とお話ししてみたいと思っているので、お気軽にお手
紙いただけたら嬉しいです。 おすそ分けや交換レターなども大歓
迎です。 よろしくお願いいたします。

わたりさん
伊勢通り 109番地 2023年1月15日まで

女性
30代

ジョギング、読書、デジカメとお出かけ、車でカラ
オケ、ゆる～い絵、ほぼ日手帳

なかなかの口下手なのですが、お手紙を通して、地域・年齢・趣
味その他、様々な方とおしゃべりしてみたいです。一息つきなが
ら読んだり、書いたりできるような、気負わないやりとりがしたい
なと思っています。文章を書くのが速くはないので、お互いに無理
のないペースでのんびりやっていけると嬉しいです。よろしくお願
いします。

オレンジさん
琵琶湖通り 83番地 2022年10月15日まで

女性
30代

アニメ(SEED、セラムン)、漫画、調理家電、ペット、RPG、
本屋巡り、西川貴教、BL

数年前アニメの影響を受け、手紙の素晴らしさを再認識しました。
思いのこもった手紙を受け取るのは嬉しいです。引っ越したばかり
なので、おすすめ場所などこの地域周辺について知りたいです。
趣味に関する話題も大歓迎です！知らない価値観や物事に触れる
のは、とても楽しくワクワクします。年齢性別は問いません。いろ
いろな方とお話ができたら嬉しいです。
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6月の凪さん
ちゅら海通り 74番地 2023年1月15日まで

女性
20代

ヨガ、ポールダンス、カフェ巡り、ドライブ

はじめまして。 「青空の眩しい季節となりました。」 学生の頃に配
布されるプリントや、企業挨拶などでよく見かける時候の挨拶を読
むのが好きでした。 お手紙を書いた経験は殆どありませんが、時
候の挨拶を用いたお手紙を自分でも書いてみたくて、文通に挑戦
することにしました！気軽に楽しくお話ししていただける方、どう
ぞよろしくお願いします！

まろすけさん
お江戸通り 1312番地 2022年10月15日まで

男性
20代

コーヒー、お酒

休日飼っている秋田犬と散歩に行き、途中でベンチで座
りながらコーヒーを飲む事です！ ゆったりとした時間が
手紙を通じて過ごせたらと思います！

ハリーさん
なにわ通り 600番地 2022年10月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、漫画、喫茶店、食事、旅行、ポ
ストカード

ポストカード集めをきっかけに、文通村さんに登録させ
ていただきました。30代の会社員です。日常や趣味、
旅先の話をのんびりできたら嬉しいです。よろしくお願
いします。

のんびりさん
いよかん通り 65番地 2022年10月15日まで

女性
20代

旅行、カメラ、刺繍、料理、ゲーム、音楽、体を
動かすこと

SNSから離れた場所でのんびりと交流したいと思い登録しました。
最近は在宅勤務に加え、語学習得のために机に張り付きっぱなし
なので、息抜きに手紙のやりとりができたらなと思っています。文
通をきっかけに視野を広げられたらとも思っているので共通の趣味
がない方でも大歓迎です。あなたの好きなことを教えてください。
よろしくお願いします。

りくりくさん
さぬき通り 73番地 2022年10月15日まで

女性
40代

食べること、のんびりすること。文具屋巡り、和紙レターセッ
ト、ノート、万年筆。朝ドラ。

田舎で生活しています。 便箋は、シンプルな落ち着いた感じが多
いです。はがき箋もたくさんたまってきたので使ってみたいです。
好きなものは、文房具屋、珈琲屋、ラーメン屋、ふわふわなタオ
ル、猫、コーヒーカップ。 ペン、シャーペン、万年筆、便箋は、
すぐに買ってしまいます。 普段のなにげない話を聞いて下さい。
よろしくお願いします。

もこさん
信濃通り 145番地 2022年10月15日まで

女性
30代

読書（ホラー以外）、音楽を聴くこと（なんでも）、カフェ
巡り、自然の中に行くこと（山多め）

こんにちは！ 書くこと読むことが大好きです。 日常の些細なこと
や趣味のことなどお手紙でやりとりしましょう。 同じ趣味でなくて
も、好きなことを教えてもらえたら楽しいですし、自分の糧として
学びたいと思います。 老若男女問わず、たくさんの方と文通でき
たら嬉しいです。 やりとりできるのを楽しみにしています！

よるさん
彩の国通り 574番地 2022年10月15日まで

女性
20代

映画鑑賞、読書、ドライブ、喫茶店巡り、猫好き

文通は初心者ですがお互いの趣味や好きなことなどを話
しながら、日々の息抜きができるやり取りができたらい
いなと思っています。どうぞよろしくお願いします。

ノビコロちゃんさん
琵琶湖通り 84番地 2022年10月15日まで

女性
40代

読書.映画鑑賞.旅行.料理

はじめまして。文通村さんに出会い手紙を通していろん
なお話しが出来たら嬉しいです。 どうぞよろしくお願い
いたします。

ぽんたさん
お江戸通り 1313番地 2022年10月15日まで

女性
50代

本屋巡り、家庭菜園、カフェでのんびり、空を眺
める、水辺に行く

FMラジオで文通村の存在を知り、子供のころ文通していたことを
懐かしく思い出しました。 年代問わず、皆様と楽しくやりとりでき
ればいいなあ、と思っています。 ポストカードや短めのお手紙に
なるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

０３１０さん
ねぷた通り 68番地 2022年10月15日まで

女性
20代

ガラスペン、香り付きインク、ネイルポリッシュ、洋菓子、
珈琲、音楽、映像作品、写真、動物

浅く広くタイプなので、何かについて熱く語ることは苦手ですが、
語られることは好きです。ぜひあなたの好きなものや好きなことに
ついて教えてください。趣味だけでなく、ちょっとした雑談もうれ
しいです。文房具にこだわりはありませんので、シンプルなもの
から鮮やかなものまで、形にとらわれず、お気軽に送ってください。
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チャンコさん
相模ハマっ子通り 662番地 2022年10月15日まで

女性
30代

晩酌、辛い食べ物、まめきちまめこ、ネコノヒー、犬猫、都
市伝説、YouTube、宇宙大作戦

はじめましてアラフォー主婦です。大抵は家で伸びておりますが、
一応仕事もしております。 超インドア＆人見知りなので、心の旅
がてら入会させて頂きました。 いろんなお話が出来たらうれしい
です。（年齢・性別・紙にこだわりありません）長くても短くても、
なるべく丁寧にお便りします。どうぞよろしくお願い致します！

Ayaさん
お江戸通り 344番地 2022年10月15日まで

女性
70代

映画鑑賞、コンサート、旅行

もともと手紙を書く事がすきでしたが、コロナ禍でよく
手紙を書くようになりました。手紙を通していろいろな
お話ができたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いしま
す。


