
第302号 2022年7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。

1　　

かよぴすさん
きりたんぽ通り 26番地 2023年1月31日まで

女性
40代

スポーツ観戦（野球、サッカー、相撲、プロレス）、お酒、
イラスト、ペット、料理、ハンドメイド

既婚、子はいません。楽しく日々の何気ないやりとりをしたいです。
料理、イラストを描く、消しゴムはんこ作り、J2観戦（秋田）、散
歩、旅行、紙もの、映画鑑賞、読書、セキセイインコ 、ハムスター
etcひとつでも合えば嬉しいですし、あわなくても一度お試しで文
通してみませんか？

しゃんさん
相模ハマっ子通り 421番地 2023年7月31日まで

女性
40代

あつ森、ツムツム、海外ドラマ、映画、トム・クルー
ズ、コン・ユ、犬

再入村です。諸事情で一度退会しました。 中学生と高校生の子供
と３歳のトイプーのお世話に追われながら高齢者住宅にて食事作
りの仕事してます。 暇な時にはゲームしたり映画見たりマイペー
スに過ごしています。 コロナで出かけたり人と会うことが思うよう
に出来ず、色々な方とお話したいなーと思いました。 よろしくお願
いします。

はなびらさん
なにわ通り 444番地 2023年1月31日まで

女性
60代

邦画をスマホで見ること　手紙artを描くこと キーボードを弾
くこと　 わんこ大好き

また復会しました、よろしくお願いします 休んでいる間にヘルパー
で少し働くようになりました　楽しいです♪ お願いですが、ハガキ
や一筆箋交換で交換しませんか？ 夫婦＋一匹くんが家族です よろ
しくお願いします

よねちゃんさん
お江戸通り 1315番地 2022年10月31日まで

男性
50代

読書

はじめまして。私は東京都西東京市に住む58歳の独身男性です。
現在、誠実に文通をしてくださる方を探しています。私の趣味は音
楽鑑賞、テニスなどで、性格は比較的おとなしいと思います。私
は一度結婚に失敗している、ばついちですが、子供はいません。
職業はコンピュータープログラマーです。

すづさん
ピーナッツ通り 548番地 2022年10月31日まで

女性
20代

映画.アニメ.YouTube.ディズニー.食べること.読書.
手帳.音楽

旦那とわんこと暮らしてるパート主婦です

しおさん
ピーナッツ通り 549番地 2023年1月31日まで

女性
20代

読書、映画(洋画)、音楽鑑賞、演奏、料理、ご飯、
カフェ巡り、ゲーム、漫画

趣味は読書、映画(洋画)、音楽鑑賞、演奏、料理、ご飯を食べる、
カフェ巡り、ゲーム、漫画、観劇 これからもっと好きなこと、興味
あることを増やしたいと思っています SNSの繋がりだけではなく、
自分の知らない世界をお手紙を通じて見てみたいと思いました( ´
▽ ` ) よろしくお願いします

ふわりさん
相模ハマっ子通り 663番地 2022年10月31日まで

女性
20代

ハンドメイド、動画や音楽鑑賞、漫画を読む、文
通、メルカリなど

まったりと文通できたらいいなと思い登録しました！ 精神疾患を抱
えてるため偏見ない方でお願いします。 コラージュなどが好きな
のでコラージュした便箋使ったり、ガラスペンで書いたりします。
よろしくお願いします

美優さん
お江戸通り 1316番地 2022年10月31日まで

女性
10代

ディズニー、テレビや映画を見ること、シール、文
房具、手紙を書くこと、ジャニーズ

初めてまして、美優と申します。高校までは、名古屋に住んでて、
東京の大学に通っています。小さい頃から手紙を書くのが好きで、
家族や友人としかまだ手紙のやり取りはしたことがないのですが、
今回色んな方と文通してみたいなと思い、始めました。どの年代
の方も、どなたでもお手紙お待ちしてます。
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ラビューさん
きりたんぽ通り 57番地 2022年10月31日まで

女性
30代

ポルノグラフィティ、ドライブ、映画鑑賞、おいし
いもの、おでかけ、コスメ

初めまして。学生の頃にハマっていた文通を突然思い出
し即入会を決めました！クセ字ではありますが一生懸命
お返事を書きます。どんな事でも教えて下さい！素敵な
出会いがありますように^ ^

ゆんぴさん
ねぷた通り 69番地 2022年10月31日まで

女性
30代

お手紙、紙もの、手帳、素材作り、お絵描き、ス
タンプ

また登録させていただきました( ᷇࿀ ᷆ )ミニレター、ポストカード
で出す時もあります！可愛い、派手、ゆるりとしたものが大好き
です♡手作り感が好き( ᷇࿀ ᷆ )色んなお話しましょっ！みなさん、
よろしくです♡

唄詠　ゆらさん
ピーナッツ通り 550番地 2023年1月31日まで

女性
30代

雑貨、紙モノ収集癖有、ツイステ、ゲーム(MH等)、精神疾
患有、最近は一人旅もしてみたい。

雑貨店員をしながら可愛いレタセや文具を買い漁り、メモやシー
ルを集め、それらを使う場所を求めてます。 長文になりすぎずお
互いのペースで文通出来たら嬉しいです、最近はツイステに夢中
なオタク。精神疾患あるけど働いて趣味の雑貨にお貢ぎ… 小説も
書いてる文字書きです、歳が近い、同じ疾患持ち、趣味が合うと
思ったら何でも御手紙お待ちしてます！

ありすさん
伊勢通り 110番地 2023年7月31日まで

女性
30代

スタンプアート、コラージュ、本、建築、美術、陶芸、彫刻、
映画、お花、書く事が好きです。

文通大好きです。性別、年齢関係なくいろいろな方と文通を通し
て楽しくやり取りができると良いなと思います(*^^*) 短文、長文、
手紙の形式など問いません。 お互い楽しんで、楽しくやり取りしま
しょう。 よろしくお願いします(*^^*)

ともしかさん
古都みやび通り 223番地 2023年1月31日まで

女性
40代

手芸、一人旅、カフェでまったりすること、占い

独身で気ままに暮らしています。旅行が好きで、海外にも一人で
ふらっと出かけたりしています。手芸は、毛糸で小物を編んだり、
ビーズでアクセサリーを作ったりしていますが、いつか洋裁にも挑
戦してみたいです。占いは仕事で少し携わっています。女性限定
で、いろんな方とお話できたら、と思い、入村しました。どんな形
式のお手紙でも大歓迎です！

一期一会さん
茶畑通り 239番地 2022年10月31日まで

女性
20代

散歩 音楽鑑賞

初めまして。ふらりとお散歩したり、好きな音楽を聞く
のが一番の癒しです。手紙を通じて沢山の方と交流を深
められたらなと思っております。よろしくお願いいたしま
す。

ルネさん
相模ハマっ子通り 664番地 2023年1月31日まで

女性
30代

読書、手芸、映画鑑賞、散歩、執筆、イラスト

可愛い文房具や小物集めが好きで、ちょこちょこ購入するのですが、
素敵なレターセットのコレクションが増えてきてしまい、せっかくな
ら眺めているだけではなく使っていきたいなと思い、申し込み致し
ました。 友人以外の方と文通するのは初めてです。是非趣味の合
う方と暖かな交流ができればと思いますので、よろしくお願い致し
ます。

ティータイムさん
どさんこ通り 389番地 2022年10月31日まで

女性
60代

文通、ポスクロ、切手・ポストカード・シール収集、
手芸、100均、ラジオ

大昔文通をして返事を待つわくわくした気持ちを思い出してまた文
友さんと楽しくやり取りしたいです。 他愛ない話題や日々の出来
事など色々お話したいです。年代が近い女性限定でお願いします。
ポストカードもOKです。

ミルクエさん
もみじ饅頭通り 191番地 2022年10月31日まで

女性
20代

読書、音楽(主にスピッツ)、自分を知ること(演劇な
どを通じて)

お互いが日常で考えていることを細々とやりとり出来たらいいなと
思って始めました。たくさんの人と仲良くなるというよりは、気が
合う人が少しだけでも見つかればいいなと思っています。 文章は
長めかもしれないです。 よろしくお願いします。

橘春樹さん
琵琶湖通り 85番地 2022年10月31日まで

男性
40代

楽器演奏、音楽鑑賞、カメラ、ロードバイク、ドラ
イブ、昭和レトロ探索

一男一女の父親で、仕事ではPCと向き合う時間の多い日々を送っ
ています。デジタル浄化？のため、手書きで日記を綴りはじめま
した。 まとまった文章を書くうちに、学生時代に雑誌の文通コーナー
で知り合った方と文通していたことを思い出し、再び色々なお話が
できる方と巡り会えればと考えるに至り、参加しました。よろしく
お願いいたします。
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ゆりりんさん
しゃちほこ通り 431番地 2023年1月31日まで

女性
30代

芸人さんのラジオ、お酒、韓国語(初級勉強
中)、Netflix

学生時代ぶりに文通をしたくなりはじめてみました。 日常のちょっ
としたことでもやりとりできたらと思います。 わたしは既婚の30代
前半のただのOLです。 字はきれいでも無いですし、インスタ映え
する素敵なデザインのお手紙はわたしには出せません！ (もちろん
もらえたら嬉しいです) それでもよろしければよろしくお願いいたし
ます。

がうさん
六甲通り 394番地 2022年10月31日まで

女性
30代

映画鑑賞、散歩

1児のママです。子供が小さく今はなかなかゆっくり観ら
れませんが映画鑑賞が好きです。手紙を書くこともとて
も好きです。お笑いやバラエティーなどテレビも好きで
よく見ています。よろしくお願いします。

藍瀬こなつさん
阿波の国通り 44番地 2023年1月31日まで

女性
30代

BL、漫画・アニメ、声優、音楽鑑賞、なりきりメール、散
策、毎日楽しく過ごし一期一会を大切に

よく寝てよく食べる、気持ちはずっと14歳、こなつです。独身会社
員です。16歳〜80代の方まで幅広く、特に喜怒哀楽の『喜』と『楽』
を交わし合いたい！のんびり文を重ねて親しくなりたいと思ってい
ます。共通の趣味がある方はその話もぜひ☺︎　NG：愚痴・鬱・育
児の話題、SNS等への無断UP。最初に10歳頃の夏休みの思い出
を聞かせてもらえると嬉しいです♪

パンドーロさん
なにわ通り 171番地 2023年1月31日まで

女性
50代

イタリア家庭料理を習う、イタリア語、旅行、映画、
文楽、生け花

私は50代の独身女性。お仕事は介護福祉士です。私は若い頃はヨー
ロッパに留学したり、濃密な人生経験をしていますから細かいこと
は気にしません。お願いしたいのは、女性とゆっくり、のんびり、
マイペースなお手紙交換したいと希望します。一番好きなことはカ
メオのコレクションです。カメオ好きさんいられたら嬉しいなあ。
お手紙は筆ペンを利用する時もあります。

あきさん
お江戸通り 1318番地 2023年1月31日まで

女性
20代

K-pop、Netflix

高校生の頃、あさのあつこさんのI love letterという本を読み、当
時からこうしたコミュニティがあることを存じていました。いくつか
の季節を重ねて、毎日のように読み耽っていた本ともご無沙汰とな
り、趣味も画面越しのやりとりが増え、筆を取る機会が恋しくなり
ました。文面上でお話しできること楽しみにしております。

すぬーぴーさん
六甲通り 395番地 2022年10月31日まで

女性
30代

美味しいものを食べること、お笑いを見ること

はじめまして！ 1歳の息子がいる母親です(´-`*) 文字を書くことは
得意ではありませんが好きなので、ぜひどなたかとやり取りをし
たいと思い登録しました。 好きなものはワンピース、阪
神、ALWAYS三丁目の夕日シリーズ、お笑いです。 あまり趣味と
言う趣味がないため、文通を通して新たな趣味を見つけられたら
と思います。 よろしくお願いします☆

ぽーんさん
越後通り 137番地 2022年10月31日まで

女性
20代

ゲーム、音楽、画集集め、文房具集め、映画(最近
始めました)

音楽を聴いたり、ゲームをしたりしてゆったりと過ごすのが好きで
す。 趣味がそこまで多くないので文通を通して新しいことにも触れ
たいです。 文章を書くのが下手なので拙い文章になると思います
が気持ちを込めて書きたいです。よろしくお願いします！

いちかさん
常陸の国通り 189番地 2023年1月31日まで

女性
30代

ピアノ、TL、ガーデニング、ビオトープ、ゲーム、
FF14、米津玄師、ハラミちゃん

30代未婚の女子です。お互いの好きなことや日々の出来事の中か
らやり取りできればと思います。FF14、モンハン、スプラなどの
ゲームをしています。また、ポストカードを集めているので、そち
らも嬉しいです。文章量や性別年齢は問いません。

らんたさん
彩の国通り 575番地 2023年1月31日まで

女性
20代

お絵描き、紙もの収集、ハンドメイド、YouTube、
ゲーム、買い物

はじめまして、らんたと申します。 元々紙ものと文字を書くことが
好きで、SNSではなく直筆のお手紙で色々な方とお話したいなあ
と思い入会致しました。 趣味が合う方は勿論、関わったことのない
ジャンルの趣味をお持ちの方ともお話できればなと思います。

macaさん
とちおとめ通り 132番地 2022年10月31日まで

女性
30代

手芸（パッチワーク、フェルト、編み物）、ガーデ
ニング、コラージュ、手帳、紙もの

手芸が大好きな専業主婦です(๑•ᴗ•๑) 2才半の息子と生後３ヶ月に
なる娘がおります。 パッチワークを中心に布やフェルトで小物を作っ
たり、たまに編み物をしています。初心者ですがガーデニングもし
ています。 育児中のママさん、手芸、お花、コラージュが好きな
方だと嬉しいですが、様々な話題にも触れたいので幅広い方々か
らお手紙頂きたいです♡ 女性限定、年齢不問



第302号 2022年7月25日
　　4

フウさん
相模ハマっ子通り 665番地 2022年10月31日まで

女性
40代

お寺巡り、ご当地フォルムカード集め、 油絵、美
術館、これから風景印

はじめまして。オンライン英会話と海外文通がライフワークです。
文通相手は10カ国ほどで英語学習を続けています。現在郵便事情
がよくないこともあり、日本のご当地フォルムカードにハマって地
方文化を楽しんでいます。potcastと大河ドラマで、歴史の勉強中
でもあります。これから風景印も集めてみたいのと、その土地の
話も聞きたいです。よかったら交換しませんか？

雲雀さん
相模ハマっ子通り 666番地 2022年10月31日まで

女性
30代

ゲーム、YouTube、万年筆、インク、文具、紙モ
ノ

以前登録していましたが、引越しと共に離れていました。
またよろしくお願い致します。乙女ゲームとYouTube、
インクや紙モノ集めが趣味です。マイペースに楽しめた
らいいなと思っております。

あのさん
相模ハマっ子通り 667番地 2023年1月31日まで

女性
30代

YouTube、文房具、脱出ゲーム、動物園、旅行、
ゲーム

長年追いかけていた推しが卒業し、便箋やインクを使う機会がなく
なってしまったため、今回お試し入村させていただきました。最近
はゲーム実況を中心にYouTubeを見たり、謎解きをやりながらの
んびり過ごしています。年齢、性別、手紙の形式は問いませんが、
穏やかな交流ができると嬉しいです。よろしくお願いします。

かんさん
六甲通り 396番地 2022年10月31日まで

女性
30代

万年筆、映画、ファッション、音楽、ドラム、黒沢
清、イッセー尾形、夏目漱石

30代前半です。普段は深夜まで働く会社員をやってます。最近は
万年筆沼に浸かりそうで、同志がたくさんいそうだったので（笑）
入会しました！学生の頃は映画の勉強をしてました。幅広い年代
の皆様と交流できたらと思ってます。よろしくお願いします。


