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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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こうさん
信濃通り 39番地 2023年9月15日まで

女性
40代

置き手紙 辛麺 水仕事 山道 ラジオ 古生物 虫 絵 音楽 宇宙の
こと 天体 編み物

あまり趣味はないので好きなものを並べました。歴史、小泉八雲、
ホームズも好きです。日常のこと、そうでないこと、のんびりお話
しませんか。相手の方が気兼ねなく書いてくださっていると感じる
のが嬉しく、便箋や形式、お便りの頻度や長短に拘りはありませ
ん。

ちょこさん
さぬき通り 74番地 2022年12月15日まで

女性
30代

レタセ、マステ、シール、100均、ジャニーズ、ドラマ、映
画、若手俳優、日記、書道

小2の娘と3歳の息子がいる専業主婦です。昔から書く事が大好き
です。書道してます。百均巡りが好きてす。ジャニーズは主
にSixTONES。俳優は吉沢亮、高杉真宙、杉野遥亮君など。ドラ
マや映画は感動や恋愛系が好きです。マステ、シールは百均やネッ
トでついつい買っちゃいます。簡単なコラージュも好き。女性の方
で色んなお話ができたらと思います。お気軽にお手紙下さい。

るずさん
彩の国通り 430番地 2022年12月15日まで

女性
20代

国内1人旅、御朱印、ゲーム（刀剣、ドラクエなど）、2.5
舞台(俳優さん)、美味しい物巡り等

再入村です。仕事でもプライベートでも、デジタルだらけの目ま
ぐるしい日々に疲れ、紙面での穏やかなやり取りが恋しくなり、1
年ぶりくらいに戻ってきました^^ 趣味が合う方、全く知らない世界
を教えて下さる方…世代・性別問わずお手紙頂けたら嬉しいです。

リリィさん
もみじ饅頭通り 140番地 2023年3月15日まで

女性
30代

写真、アロマ、水族館巡り、カフェ巡り、温泉巡り、
フットサル、野球観戦、御朱印集め

再入村しました！ パートナーと田舎へ移住しのんびり生活をしてい
ます。 田舎の風景や水族館・カフェや人物などを写真に収めたりし
ています。 仕事は今春に異業種転職したばかりです。 さまざまな
年齢の方とやり取りできればと思っています。

さくらもちさん
砂丘通り 24番地 2023年3月15日まで

女性
40代

レタセ、マステ、雑貨屋、Cafe、ミッフィー、読書、旅行、
韓国ドラマ　コラージュ　bts

手紙を書くのが大好きで時間に余裕が出来るようになっ
たので戻ってきました\(ϋ)/♩色々な方とゆるりと文通が出
来たらいいなと思っています。よろしくお願い致します。

わたがし雲さん
火の国通り 66番地 2023年3月15日まで

女性
50代

散歩、ピアノ、雲や星を見る、ポストカード集め

忙しい日常にほっと出来る楽しみを作りたくて申し込みました。中
学生以上の子供がおり、医療系の仕事をしています。ちょっとした
日常の出来事など、月1～２回のペースでやり取り出来たらと思い
ます。ポストカードを集めているので、ポストカードのやり取りだ
と嬉しいです。女性限定でお願いします。

桃さん
六甲通り 399番地 2022年12月15日まで

女性
30代

コンサートに行く、音楽鑑賞、ゲーム

学生の頃は、よく文通をしていて久しぶりに手紙を書き
たいなと思いました。手紙を通じて色んな話が出来たら
嬉しいです。年齢は問いませんが女性限定で、お願いし
ます。

まそらっちさん
平城京通り 89番地 2022年12月15日まで

男性
40代

音楽、服、古着、SNS、料理、ダイエット、アート、神社仏
閣巡り、コスプレ、即興替え歌

趣味で人と繋がりたくて始めたいと思いました。
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みりさん
六甲通り 400番地 2023年3月15日まで

女性
10代

空を眺めること、読書、ダンス、美味しいものを食
べること、韓国ドラマをみること

大学生です。高校生の時から数名の方と文通を続けてい
ますが、もっと色々な方とお話をしてみたいなと思って
います。日常の小さな幸せを共有できるようなやり取り
ができたら嬉しいです。

のゆさん
きびだんご通り 131番地 2023年3月15日まで

女性
50代

ドール、イラスト、手芸、ドラマ(韓ドラも)、漫画、
アナ雪、ダヤン、セキセイインコ

初めまして。100均で可愛いレターセット、シール、マステを見か
けると、つい買ってしまいます(^◇^;)日常や趣味の話など、年齢
問わず色々お話ししてみたいです。自分のペースで無理なくやり
取り出来たら良いなぁと思います。どうぞよろしくお願い致しま
す(^-^)

弱い虎さん
うつくしま通り 138番地 2023年3月15日まで

女性
30代

アニメ鑑賞、映画鑑賞、ドライブ、スノボ、文通、
動画編集、歌うこと、

手紙を書くことが好きなので、ここでご縁があれば嬉しいなと思い
入会してみました!!趣味やお話が合う方がいたら嬉しいなと思って
ます。精神疾患があり治療中です。また、シングルマザーで年子
の男女がいます。治療のため今は一人暮らし、無職です‥一人が
寂しいので手紙で繋がれたら嬉しいなと思いました。また、思い出
残しや、歌ってみたでyoutuberをしてます。

ももさん
ピーナッツ通り 558番地 2023年3月15日まで

女性
50代

ドライブ、料理、アロマ、想像、夜空、昼寝、雨
音や静かな音楽、ラジオ、ドラクエ

お店で素敵な便せんや封筒など見つけると「あ、これで誰かにお
手紙書いてみたいなぁ・・」という衝動にかられるもののなかなか
チャンスがないまま時が過ぎました。今回文通村を知り、誰かと素
敵な文通が始められたらと思い、ワクワクしております。便せん、
ハガキ問いません。年齢、性別問わず。よろしくお願いいたします。

めぐみさん
伊勢通り 57番地 2022年12月15日まで

女性
40代

コラージュ、ダイアモンドアート、セリア好き、塗り絵(アプ
リ含む)海外小説、史実に基づく映画

再再再入会です。2回以上やり取りが続いた事がありません。 心
の病あります。独身、無職。友人長年0人。対面での話は苦手で
すが文字では多弁です。デジタルデトックスを続けたい。 万人が
わかる日本語や漢字を大切にしています。普段は関西弁で話して
います。本来の日本人気質も大切にしていきたいです。

かぶこさん
六甲通り 403番地 2022年12月15日まで

女性
50代

好き：カフェ、文房具、紙もの、風景印、ペンギ
ン

発達障害の子どもと生活しているシングルです。好きな
ものが共通する方とお話ししてみたいです。それ以外の
方ももちろんokです！ポストカードのおたよりも歓迎で
す。よろしくおねがいします。

ねねこさん
どんたく通り 320番地 2022年12月15日まで

女性
40代

本を買うこと、時々読書。猫が好き。

高校生と小学生を子育て中の主婦です。おしゃべりが好きな、人
見知りです。特記できるほどの趣味がありませんが、子育てのこ
と、日々のささやかな出来事など…手紙を通して、素の自分で、
いろいろな方とお話ができると嬉しいです。

ゆうこさん
お江戸通り 1337番地 2022年12月15日まで

女性
40代

読書 ジャズ　洋画　海外ドラマ　カフェ　和菓子
犬大好き　恋バナ　ピアノ

はじめまして。40代後半、独身です。SNSでないやり取りが懐か
しくなりました。日常の出来事や趣味のお話など、気軽にお手紙
でシェアしたいです。字は上手じゃありませんが心を込めてお返事
します。週末は近所のカフェでよく読書してます。ジャズの生演奏
聴きに行くのが好きです。最近ではクラシックも好きになり、ピア
ノの練習を再開しました。結構ロマンティックな人間です

さっこさん
ピーナッツ通り 559番地 2022年12月15日まで

女性
20代

映画・ドラマ鑑賞、K-POP、Netflix、カメラ

面白いことと楽しいことが好きです。 文通村のシステム
が面白いと思い、登録しました。 色んな方と文通を通し
て交流できたらいいなと思っています。よろしくお願いし
ます♪

ぱるさん
きりたんぽ通り 58番地 2022年12月15日まで

女性
30代

YouTube、旅行、カフェ巡り、お酒、映画鑑賞、音楽、文
房具、ディズニー、サンリオ、野球

ふと小中学生の頃によくしていた文通を思い出し、文通村に辿り着
きました。主人と子供３人、猫２匹に囲まれて暮らしています。楽
しいこと、悲しいこと、お手紙を通して色々な想いや出来事を共有
出来たら‥と思います(*'_'*)共通点が有る方も無い方も、年齢問
わず誰でも是非仲良くして下さい！色々な方と繋がれるのを楽しみ
にしています★レタセどんなものでも構いません！
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ビーグル犬さん
相模ハマっ子通り 677番地 2023年3月15日まで

女性
40代

スポーツ観戦・狂言鑑賞・音楽鑑賞・文通・読書・懸
賞・（安い）万年筆、インク集め

筆まめです。ロングレターの女性の方（年齢は問いません）と文
通をしたくて入村を致しました。 日常的な話しや趣味の話し等
色々な話しが出来たらと思っています。 好き→中日ドラゴン
ズ・DEEN・久保田利伸・京極夏彦・クロスワードパズル・ショッピン
グ レターセットに余りこだわりのない方が希望です。 只今、断捨
離中です。

いものっくさん
お江戸通り 1338番地 2023年3月15日まで

女性
20代

ラジオ、読書、音楽鑑賞、コジコジ、ミッフィー、
算数、ジャニーズ、オードリー

レターセットやマスキングテープが家にたくさんあって、一生のう
ちに使い切りたいなと思い、文通を始めてみました。お手紙を通し
て、お互いの生活が少しでもほっこりすればいいなと思っています。
ラジオは、お昼はTOKYO FM、夜はニッポン放送中心で聴いてい
ます。 趣味が合う合わないは関係なく、いろんな方と文通させて
いただければ嬉しいです。

れんこんさん
うつくしま通り 139番地 2023年9月15日まで

女性
30代

読書、音楽鑑賞、ライブ参戦、水族館、動物園、動物全般
（家ではレオパ飼ってます）、サンリオ

38歳主婦兼派遣社員しています。 趣味が合う方と文通
がしたいです。 字は自信がありませんが綺麗に書ける
ように努力します。 ポストを開けるのが楽しみになるよ
うな文通がしたいです(*´꒳`*)

美和さん
お江戸通り 391番地 2022年12月15日まで

女性
40代

映画鑑賞　瞑想　読書　音楽鑑賞　上原ひろみ
書道　ピアノ　創価学会　散歩

小学校の11才の息子を持つ主婦で主人と三人暮らしで
す。瞑想して減薬療法中です。でもゲラです。（笑）
何年か前から日記を付ける様になり今もしています。女
性限定でお願い致します。

風太郎（ぷうたろう）さん
相模ハマっ子通り 679番地 2022年12月15日まで

男性
60代

野良仕事、音楽鑑賞（クラシックとジャズ）、料理、犬との
散歩、食べ歩き、読書、太極拳

定年退職して、現在は家庭教師をしながら、それなりに
悠々自適の毎日を過ごしています。趣味を語り合える方、
今後の生き方を一緒に語り合える方を探しています。ど
うぞよろしくお願い致します。

ゆるやかさん
彩の国通り 579番地 2022年12月15日まで

女性
20代

読書、Netflix、ゲーム、音楽、ナポリの男たち

趣味や日常の話ができる友達が欲しくて入会しました。最近は森
博嗣の作品にハマっていますが、なんでも読みます。1番好きなバ
ンドはBUMP OF CHICKENで、10年ほど前からライブに参戦してい
ます。(ヨルシカ、緑黄色社会もすきです)お互い楽しく穏やかに文
通できたら嬉しいです、よろしくお願いします！

なつきさん
彩の国通り 580番地 2022年12月15日まで

女性
20代

読書、映画、散歩、子どもの写真を撮ること、お笑い、食
べること、ディズニー、サンリオ、絵本

4歳の男の子を育てています。これまでSNSで文通相手をさがして
いました。文通村の登録は初めてですが、文通歴は5年以上あり
ます。育児中の方、同じ趣味の方とやりとりしてみたいです。文
通相手は女性の方のみ希望です。お笑い芸人さんは最近ジャルジャ
ル、ジェラードンにハマり中です。文通はしばらくお休みしていて
再開は久しぶりなので、新しい出会いを楽しみにしています♪

あめりさん
ピーナッツ通り 560番地 2022年12月15日まで

女性
30代

映画（ファンタジーとアクション）・マンガ•アニメ観賞、家
庭菜園、ハンドメイド、お絵かき

初めまして、あめりと申します。SNS疲れで手紙の温もりを感じた
く、入会させていただきました。既婚子持ちのため同性（女性）
との文通を希望しております。ハリーポッターのようなファンタジー
な世界観が大好きです。年齢問わず色々な方と文通させていただ
き、視野を広げたいと考えております。文通初心者ですがまったり
続けられたらいいなと思います。よろしくお願いいたします。

あるくさん
杜の都通り 194番地 2023年3月15日まで

女性
30代

読書、コスメ、多肉植物、文房具(マステ、レタセ
集めが好きです)

普段は本を読んだり多肉を育てたり。のんびりしてます。車椅子
のこどもが一人、シングルです。 性別年代地域問わずに色々な方
とやり取りしてみたいです。旅行に行くのも好きなので、あなたの
住んでいる地域のおすすめとかも聞いてみたいです。 ハガキ、ミ
ニレター◯ お手紙、頂いた方にはのんびりですがお返事しますね。
宜しくお願いします。

あざみ。さん
越中通り 75番地 2022年12月15日まで

女性
20代

映画鑑賞（邦画・洋画問わず）、読書、語学学習
（英語・チェコ語）

こんにちは。あざみです。 文通は小中学時代はやっていたのです
が最近はなかなか… だいたい同年代くらいのかたとお手紙交換が
できたらいいなと思っています。 映画（洋画・邦画問わず。特にホ
ラーやSFが好き）、読書、語学学習（英語やチェコ語、昔はフラ
ンス語も勉強していました。）などが好きです。 芸術の勉強もし
ていて美術館やギャラリーにもよく行きます。
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いそさん
お江戸通り 363番地 2022年12月15日まで

女性
30代

音楽鑑賞、散歩

久々に戻ってきました。精神疾患をもってたり、婦人科の疾患持っ
ていますが日々楽しく過ごしています。 その中で久々に文通をや
ろうかなと思いました。お返事はマイペースになりますがお返しし
ます。 ジャニーズ好きです。嵐/キスマイ/SnowManです。 皆さ
んとまたやり取り出来たら幸いです。 よろしくお願いします。

きさん
お江戸通り 1342番地 2022年12月15日まで

女性
30代

音楽鑑賞、文具収集、カラオケ、同人活動(文章)、
らくがき、猫、お酒、食べること

好きなことをしてすごしたい、おひとりさまです。猫と暮らしてい
ます。文具やレターセット、インクが好きなのに、お手紙を書く先
がない〜！と思い、登録してみました。好きなことを共有したり、
楽しくやりとりできればなぁ、と思います。どんな方でも気軽にお
手紙ください、お手紙が届くワクワクを一緒に楽しみましょう。

みさこさん
ねぷた通り 69番地 2022年12月15日まで

女性
30代

アニメ、マンガ、YouTube、VTuber、ゲーム実況、
文房具集め、旅行

色んなことに興味を持ってます。文房具好きなのでレターセットも
手作りのものが行きます(*^^*) 休日はずっとYouTubeみてるかド
ライブするか旅行行くかって感じの緩い過ごし方してます。オスス
メのVTuberやゲーム実況者、旅行先などありましたら教えてくだ
さーい(੭ˊ꒳ˋ)੭

メアリーさん
ピーナッツ通り 561番地 2022年12月15日まで

女性
20代

読書(エッセイ、コメディ、ミステリー)、ジャニー
ズ(SnowMan)、一人カラオケなど

文通初心者です。 色々な方とお話してみたいと思い、
登録しました。 お手紙をいただけたら嬉しいです。

あんずてぃさん
お江戸通り 1343番地 2023年3月15日まで

女性
40代

動物園、水族館、博物館、おさんぽ、観劇（劇団
四季）

動物や可愛いもの、綺麗な景色や花も好きです。よくデジカメや
スマホで写真を撮ってます。夫婦とわんこの二人と一匹で暮らして
ます。 日常のこと等、他愛ないやり取りでよろしければいかがで
しょうか。世代は問いません。 つい買ってしまうレターセットやマ
ステやシール。ついつい買ってしまう万年筆のインク。 これらの活
躍ぶりを見ていただけると嬉しいです！

ダフネさん
どんたく通り 323番地 2023年3月15日まで

女性
60代

ガーデニング、読書、映画鑑賞

両親も兄も他界して、とうとう独りになってしまいました。今は大
好きなバラを育てながら老犬達と静かに暮らしています。退職、介
護、コロナが重なって、人と会わなくなり、会話をすることも少な
くなってしまいました。これではいけないと思案していたところ、
文通村に辿り着きました。どうぞよろしくお願いします。

はちすずさん
ピーナッツ通り 562番地 2022年12月15日まで

女性
30代

散歩、お箏、少女漫画を読むこと

中高と吹奏楽部で現在お箏をゆるく練習中です。 漫画をちょこちょ
こ読み今は悪役令嬢にハマってます。 アニメは夏目友人帳が大好
きです。 小説は神永学先生と有川浩先生の作品を学生の頃大好き
でよく読んでいました。 基本的に休日はグータラしてて笑 最近は
お酒ばかり飲んでます笑 こんな私で良ければお相手して下さると
とても嬉しいです^ ^

夕莉さん
お江戸通り 1344番地 2023年3月15日まで

女性
30代

ウルトラマン、エーステ（A3！）、シール・紙もの集め、コ
ラージュ作り、可愛い服、ピアス集め

コラージュ作りにハマっており、いろんな人に作品を見て欲しいな
と思って登録しました。お気に入りのシールやデザインペーパーの
交換をしてくれる方だとなお嬉しいです♡ ウルトラマンや、人では
ない不思議な生き物が大好きなので、宇宙人や未来人の方からの
お手紙もお待ちしております。

いちのさん
なにわ通り 570番地 2022年12月15日まで

女性
20代

文房具集め、マスキングテープ、紅茶

せっかくの匿名文通を思う存分楽しみたいので、明治時代のお嬢
様という設定で勝手に手紙を書かせていただきたいです。レター
セットやマスキングテープを集めるのも好きなので、同じ趣味の方
がいましたら是非手紙を通してお話しましょう。

ももポニョさん
越前通り 36番地 2023年3月15日まで

女性
30代

文具、ガラスペン、ハンコ、コラージュ、ガーデニ
ング 、旅行、断捨離、ほぼ日手帳、

文具類が大好きで、昔から沢山の便箋やシール・マステなど集め
ていました。既婚者ですが子供はいないので何か熱中できるもの
があるといいなと思っていた所文通村に出会いました。年齢、性別、
お話し内容等問いません。（個人的にロンレター派です。） 長い
お付き合いができる人や、のんびり楽しい文通ができる人と出会っ
てみたいです。
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miyatanさん
もみじ饅頭通り 83番地 2023年3月15日まで

女性
30代

スポーツ観戦（野球、プロレス全般、陸上競技）、音楽鑑
賞、鉄道（秘境、廃線）、特撮、離島

はじめまして! 出産、育児で慌ただしい毎日でしたが、少しずつ自
分の時間が作れるようになり、もう一度始めてみたいと思いました。
趣味の合う方もそうでない方も、いろんなお話ができると嬉しい
です。よろしくお願いします(^^)

kuuさん
なにわ通り 605番地 2023年3月15日まで

女性
30代

読書、美術館巡り、器、ゲーム（switch）、語学（今は韓
国語）、アロマ、ハーブティ

学生時代の文通を懐かしく思っていたところ、文通村が
あることを知り始めてみました。いろんな方とゆったり
やりとりできたら嬉しいです。どうぞお気軽に。よろしく
お願いします。

四季咲さん
お江戸通り 1345番地 2023年3月15日まで

女性
20代

ゲーム作成、観劇、美術館、TRPG、絵や小説を
書く、歴史や植物や妖怪も好き

自主制作ゲームを作ること、ミュージカル観劇、絵画、花が好きで
す。お手紙の内容は、直近で行った美術館の話やミュージカルの
話や、ゲームや小説の制作話が中心になると思います。 同じ趣味
の方と出会えたら嬉しいです。 (架空の人物になりきっての文通も
歓迎いたします)

はるさんさん
なにわ通り 606番地 2022年12月15日まで

女性
40代

仕事、新聞を読むこと、映画鑑賞、心地よい音楽
を聴くこと、軽い運動、猫

趣味、と聞かれると仕事がいちばんに思い浮かんでしまいました。
介護と美容の毛色の違う２つの仕事をしています。 日々、色んな
ことを思うので、言葉にしたいのですが、SNSが苦手です。日曜
日のあさ、文通村を新聞で知り、すぐに申し込みました。 良いご
縁がありますように^_^

そらこさん
平城京通り 90番地 2022年12月15日まで

女性
70代

ウォーキング 空の写真をとる 読書 草花、木を見る
こと

毎朝歩きながら空を見、夕方歩きながら夕陽の沈む間際
の空を写メし、草花や木の変化を楽しんでいます。

でーぴーさん
ピーナッツ通り 564番地 2022年12月15日まで

女性
50代

神社巡り　御朱印集め　占い

神社巡りが趣味で、御朱印も集めています。お参りして、
パワーチャージしています。同じ趣味の方と、いろいろ
な話が出来たら、嬉しいです。

せっさいさん
お江戸通り 1346番地 2022年12月15日まで

男性
70代

卓球、水墨画，数独、読書、スポーツ観戦

趣味三昧の毎日です。最近、文通村のことを知りました。
文通の経験がありません。文通を体験してみたいと思っ
ています。よろしくお願いします。

みかづきさん
火の国通り 67番地 2022年12月15日まで

女性
40代

藤井風、宅トレ、読書、掃除

大人になってからの友達を作りたいと思っていますが、
日常生活ではなかなか難しいと感じていたところ、文通
村を見つけました。文章を上手に書くのは苦手ですが、
楽しくゆったりやりとりできたらと思っています。

ねこさん
かすていら通り 69番地 2022年12月15日まで

女性
60代

料理、ピアノ

50歳で念願のお菓子教室を主宰し、充実した日々を過ごしてまし
たが、突然主人が大病をし、半年間の入院を経て介護の日々がは
じまり、8年が経ちます。もっと大変な状況にいる方も理解してる
つもりですが、こんなはずじゃなかった…と、 生きてる意味さえ
解らず苦しい毎日です。ポジティブになれる魔法の言葉が欲しい
です。

カメさん
もみじ饅頭通り 194番地 2022年12月15日まで

男性
30代

旅行、カメラ、ドライブ

はじめまして。普通の会社員をしています。字を綺麗に
書きたくて練習の為に入村させていただきました。文通
初心者で文章力もありませんが、少しでも楽しい文通が
出来るように頑張りますので宜しくお願いします。
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あやぽんさん
信濃通り 148番地 2023年3月15日まで

女性
40代

ドラマ鑑賞、読書、映画鑑賞(邦画)、相撲観戦、
カフェ巡り、ピアノ、音楽鑑賞、料理

子供の頃に文通をしていたことを思い出し、懐かしい気持ちになり、
今回思い切って入会しました。夫と二人暮らしです。日頃は、仕事
に追われていますが、のんびり楽しくやり取りができたら嬉しいで
す。どうぞ宜しくお願いします。

采さん
どんたく通り 324番地 2022年12月15日まで

女性
10代

ガラスペン、インク、タロット占い、紅茶、シール
収集、カプセルトイ

夢のためにバイト生活中の19歳です 今はインク沼にどっぷり。週
末は文房具屋巡りをしています。手紙を書くことも好きなので、お
気に入りのインクで文通したくて始めてみました。 タロットで人を
占うことも好きです。 日々の些細な出来事から深い話まで、共有
できる文友さん募集中♡ 同じ趣味の方もそうでない方も、年齢問
わず気軽に楽しくやり取りできたら嬉しいです！

もあさん
古都みやび通り 226番地 2022年12月15日まで

女性
50代

ウォーキング、ブログ、YouTube、映画、大相撲、
ラジオ、街歩き、江頭2:50

はじめまして！50代女性です。新聞で文通村のことを知りまし
た｡◕‿◕｡ 昔、文通をしていたことを思い出しまた書きたくなりまし
た。 ぜひ全国の方と文友になりたいです！年齢性別問いません。
いろんな話を文字で語り合いませんか？ちなみに江頭2:50のファン
です笑 よろしくお願いします ╰(*´︶`*)╯

みるくさん
ピーナッツ通り 565番地 2022年12月15日まで

女性
50代

旅行(なかなか出来ない) スポーツ観戦 音楽鑑賞 ド
ライブ テレビ鑑賞

ここ数年で家族を三人亡くし、広い持ち家に住んでいる
還暦間近の私です。会社勤めをし、最近の休みはもっぱ
ら草刈り。暑さに負けじと奮闘しています。文通という
言葉に懐かしさを感じました。

ふんりゅうさん
なにわ通り 607番地 2022年12月15日まで

女性
30代

お絵描き、イラスト、ゲーム、ランニング

お絵描き好きさんや、文通のやり取りを楽しめる方々とマイペース
に交流出来ればと思い 始めてみました。ゲームはRPGやサウンド
ノベル等 お話重視な作品が特に好きです。お絵描きに関しての話
題も大歓迎です。 趣味に関わらず、雑談のようなまったり交流も
楽しめたらなと思います。字はへたっぴですが、頑張って丁寧に書
きます。

猫田さん
彩の国通り 581番地 2022年12月15日まで

女性
20代

ネイル、漫画、カフェ巡り、雑貨巡り、YouTube

初めまして！昔から手紙を書くのも、もらうのも好きな
ので文通を始めてみました✉️レターセットが好きなので、
色々使っていきます！たくさんの方と文通出来たら嬉し
いです！趣味が合う方、是非文通しましょう！

なぎさん
出雲通り 40番地 2022年12月15日まで

女性
20代

YouTube、ジャニーズ、アイドル、旅行、コーヒー

はじめまして。文通初心者ですが、様々な方と交流した
くて始めました。コーヒーを飲みながらYouTubeを見る
のがマイブームです。のんびりと無理なく文通できたら
と思っています。よろしくお願いします。

あまねさん
六甲通り 406番地 2023年3月15日まで

女性
30代

ドラマ、歌うこと、ラジオ、映画鑑賞

色々な人と交流してみたいと思い入村しました。集めていたレター
セットを使えると思うととても楽しみです。文通の経験は小学生の
頃に他校との交流で男の子としていたことがあります。実際に会っ
たことのない人と手紙で繋がれるあたたかさっていいですよね。日
常のちょっとしたことでも、やりとりできたら嬉しいです。

みけさん
六甲通り 407番地 2022年12月15日まで

女性
20代

料理、家庭菜園、ヨガ、YouTube、Sky(スマホゲーム)、カ
フェ、お買い物パンダ

初めまして、みけです。文字を書くことが減ったなと思い、初めて
みました。料理と食べることが大好きです。今年の春から家庭菜
園を始めて、トマトとモロヘイヤを最近収穫して食べました。自分
で作るとより美味しかったです。今はほうれん草を育てています。
ゆる〜くお話できたらなと思います。よろしくお願いします( ¨̮ )

ゆうさん
どさんこ通り 394番地 2023年3月15日まで

女性
40代

読書(ミステリと食べ物小説が好き)、嵐、中田裕二、
手帳好き、猫飼い、

文通と言う懐かしい響きに釣られてみました。なかなか書く時間が
取れなくてなってきたので、誰かのために手紙を書いてみたくなり
ました。老若男女問わず普段の生活では出会えない人たちと繋が
れるといいな。と思っています。
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サラさん
出雲通り 41番地 2022年12月15日まで

女性
40代

映画鑑賞、音楽鑑賞、ドライブ、読書、絵、詩、韓国、農
作業、自然、美容、健康、ファッション

はじめまして。自分の好きなものはもちろん自分があま
り知らないものにも興味があります。居住地年齢関係な
くいろいろなお話できたら嬉しいです。よろしくお願いし
ます。

銀河ゆさん
相模ハマっ子通り 680番地 2022年12月15日まで

女性
60代

ショッピング　温泉旅行　好きなアニキャラあり

はじめまして。似たもの夫婦で子供無しです。会社員→
兼業主婦→専業主婦となりました。退職後に新しいこと
を始めてみようと思い立ち、参加します。ご縁がありま
したらどうぞよろしくお願いいたします。

あーやさん
越後通り 138番地 2022年12月15日まで

女性
30代

文通、文具集め、シール、ディズニー、サッカー観
戦、歌うこと

色んな地域の方と文通をしてみたいと思い、入村しました。普段は
子供２人の母をしながら、介護の仕事をしています。 同年代の方
と色んなお話がしたいと思います。レタセやシール、可愛い紙モノ
大好きです。 よろしくお願いします。

りたさん
なにわ通り 608番地 2023年3月15日まで

女性
40代

近所の山歩き、トレラン、読書、だらだ
らytube、yoga 自然観賞 など

動物の映像を見たり、エガちゃんねるを見たり、又吉さんの「渦」
なんかを見ていますw でも最近は目が辛くなってきて「PC画面、ス
マホ画面から離れなければ。。汗」と思うようになりましたw 些細
だけれど心が動くような事柄をシェアできたり、 たわいのないおしゃ
べりでも気楽に楽しめたらうれしいです＾＾

リリーさん
火の国通り 68番地 2022年12月15日まで

女性
30代

漫画、アニメ、コスメ、ファッション

漫画やアニメ見るのが大好き。 絵を描くのが好きです。 化粧や服
も好きです。 文房具など小物もめちゃくちゃ好きです。 とくに動物
モチーフが好きかもしれない。 好きなものを語る人を見るのが好
き。 わからないことを知るのも好きなので、他の趣味の方ともお
話してみたいと思っています！

砂卵さん
砂丘通り 32番地 2023年3月15日まで

女性
50代

空を見る・気ままな読書・読む為のイタリア語学
習・PSY.S・QUEEN・美術館と博物館巡り

事情あり、趣味の多くも物も手放してきましたが、最近ふと、かつ
て夢中になっていた文通を再び初めてみたくなりました。 仕舞い
込んでいたレターセットや便箋、絵葉書をお送りすると思いますが
ご容赦のほどを。同じく溜め込まれていた方、消費する先として私
を利用していただければ。 もしよろしければ、果したかった夢をお
聞かせ下さい。 よろしくお願いします。

りっかさん
紀州通り 43番地 2023年3月15日まで

女性
20代

お菓子作り、手芸、家庭菜園、ジムに行くこと、お
買い物 可愛い雑貨を集める事

最近新しい土地に引っ越しをしてきたばかりで、家に帰る楽しみが
欲しくて文通村の入村を決めました！甘いスイーツを食べるのも作
るのも大好きです❤︎趣味がたくさんあって毎日やりたい事でいっ
ぱいなので、詰めすぎてすぐダウンしちゃう事も多いですが一生
懸命生きてます笑　特に歳の近い方仲良くしてもらえたら嬉しいです
(*´꒳`*)

やさん
お江戸通り 1347番地 2022年12月15日まで

女性
20代

読書

文通初心者です

あくたさん
信玄通り 44番地 2022年12月15日まで

女性
20代

イラスト作成、漫画、猫、チョコレート、コーヒー

絵を描くことが好きです。飼い猫がとても愛らしいので
毎日が充実しています。今は、某海賊漫画の展開が熱
いので毎週の連載が楽しみです。コーヒーは深煎りの物
が好きです。

りと。さん
うつくしま通り 140番地 2023年3月15日まで

女性
10代

ゲーム（あつ森・スプラ3）紙モノ収集、ハンドメ
イド、イラスト、ガラスペン

ゲームはスプラ3どハマり中…。あつ森もやってます。
手作業が好きでたまにハンドメイドも。 ガラスペンにハ
マり始め、色んなインクを集め始まりました笑 文房具好
きで、見ると欲しくなっちゃうひとです笑
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