
第306号 2022年10月3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。
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綾瀬さん
めんこい通り 21番地 2023年9月30日まで

女性
30代

音楽、写真、料理、インターネット、アニメ、カフェ
巡り

レターセットやマステ、ペンなどの文房具を集めることが好きです。
まったり過ごす時間が好きで、その中にも誰かを感じられたら素敵
だな、と思い文通村に入村しました。ゆっくりペースでの文通にな
りますが、日常のことや趣味のことなどを楽しくお話しできたらと
思っています。 性別・年齢問わず募集していますので、お気軽に
お手紙頂けたら嬉しいです。

みのり（旧みねば）さん
伊勢通り 32番地 2022年12月31日まで

女性
50代

塗り絵、水彩画、コラージュ、音楽、読書、映画
鑑賞、ゲーム

はじめまして。みのり、と言います。 絵を書いたり、ぬり絵をした
り、最近はコラージュにハマってます。ゲームはFF14、あつ森など。
文房具屋さんに行くのが好きで、可愛い紙やシールなど交換とか
もしたいです。主人と息子と黒猫とで暮らしています。

こごさん
もみじ饅頭通り 7番地 2022年3月31日まで

女性
70代

巨木めぐり、読書、版画作り、トレッキング　

再入村です。版画葉書になりますが受け取って下さる方。
シーズー犬2ひきと暮らしています。よろしくお願いしま
す。

ありしゃんさん
火の国通り 43番地 2022年12月31日まで

女性
20代

レターセット マスキングテープ集め

初めまして 忘れっぽいので自己紹介の手紙を何通も送っ
てしまうかもしれません。 ご迷惑かけますが、よろしく
お願いします 文通希望でない場合、音信不通で大丈夫
です よろしくお願いします

彩音さん
かぼす通り 56番地 2022年12月31日まで

女性
20代

ゲーム、文房具、キャンドル、お茶、うさぎ、クラ
ゲ、入浴剤、散歩、ヒーリングBGM

出戻りです。元お江戸通り974番地。文字を書くのが好きで
様々な年代の人と日常やちょっとした事など気軽にお手紙交換でき
る方募集。基本的にお返事します！ 学生の頃からレターセットや
シールを集めるのが好きで、多趣味です。気軽にお手紙くださ
い(^ ^) ゲーム（あんスタ、第五人格、原神、モンハンサンブレイ
ク、若干コンパス、FF14）の話も是非！

ここさん
なにわ通り 501番地 2022年12月31日まで

女性
20代

音楽鑑賞、読者、

はじめまして。どうぞ宜しくお願い致します。

そらこさん
平城京通り 90番地 2022年12月31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。

とらちゃんままさん
とちおとめ通り 133番地 2022年12月31日まで

女性
50代

読書、料理、猫いじり、短歌、俳句

手紙が好きな50代のとらちゃんママです。 コロナ禍で、相手を思
いながら手紙を書くことが好きです。 食いしん坊で今日何を食べる
かばかり考えています。 家で飼っていいるキジトラの迷い猫
は、12歳の老描で、おまけに半身麻痺ですが、私にとってかけが
えのない家族です。 どうぞよろしくお願いいたします。
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せんちゃんさん
相模ハマっ子通り 681番地 2022年12月31日まで

女性
40代

ピアノ、クイズ、水泳、ショッピング、サイクリン
グ等。

口下手ですが宜しくお願いします。

つきみさん
相模ハマっ子通り 682番地 2022年12月31日まで

女性
50代

散歩、歌うこと、音楽を聴くこと、文字を読むこと、
ちょこっと筋トレ・ランニング

思い立ったらすぐ行動、で活動的に見られがちですが、けっこうイ
ンドアも好きです。文通はなかなか相手がおらず残念に思ってい
ました、ぜひ文通村でお手紙したいです。 音楽は、歌謡曲、ロッ
ク、ミュージカルなどなんでも好きです。 アイスランドが好きで、
来年8月のレイキャビクマラソンにはぜひ行きたいと思っています。
小鳥を飼っています。 よろしくお願いします。

みっさーさん
彩の国通り 583番地 2022年12月31日まで

女性
30代

YouTube、ジャニーズ(NEWS、なにわ男子)、AKB、辛い物、
体型管理(ダイエット)

文通村の皆様、初めまして。小さい時から文通や年賀状交換が好
きなのですが、ここ2年で一気にその機会が減り、そんな時に文通
村を知りました。このシステムにとても感動し、入村を決めました。
趣味が合う方やここでしか知り合えない方とお話できたら嬉しく思
います★※パートナーがおります為、恐れ入りますが、女性の方
のみで宜しくお願い致します。

さつきさん
古都みやび通り 227番地 2023年3月31日まで

女性
20代

ドラマ、映画鑑賞、ジャニーズ(Kis-My-Ft2)、恋愛
マンガ 読書

初めまして。社会人2年目のさつきと言います。youtubeで文通村
を知り、手紙を書くのは小学生以来ですが、久しぶりに書いてみ
たいなと思い、入村しました。 同じ趣味の方とかとお話が出来れ
ば嬉しいです。よろしくお願いします。

じょじょさん
茶畑通り 240番地 2022年12月31日まで

女性
50代

ドライブ　読書　紙物　編み物

はじめまして。私はユーチューブを観るのが好きで今回
も好きな方がユーチューブで文通村の話しをしていて、
私も手紙を書きたいと思いました。よろしくおねがいし
ます!

ヘルメスさん
お江戸通り 1348番地 2023年3月31日まで

女性
60代

読書、ウォーキング、美術鑑賞、旅行、写真、音
楽鑑賞、合唱

２年前から毎朝ウォーキング（１時間）をしています。
この春から生命科学の勉強を始めました。 やりたい事を
やるためには健康な身体と心が必要。かつて働き過ぎ
で大病をした経験から「健康第一」がモットーです。

Makiさん
彩の国通り 584番地 2022年12月31日まで

女性
40代

読書、刺し子、刺繍、映画鑑賞、マステ、紙集め、
ポスクロ

受験生の息子がいます。趣味は読書。最近は、今まで読んだこと
ないジャンルや作家さんを選ぶようにしています。新たな発見があっ
てとても楽しいです。趣味を増やそうと、刺し子を始めました。目
が疲れますが、1つの作品ができたときの達成感がたまりません。
いろいろな年代の方と文通できたらなと思います。よろしくお願い
いたします。

桂さん
どんたく通り 325番地 2022年12月31日まで

女性
30代

読書、舞台鑑賞、ピアノ

はじめまして。デジタルでのやりとりが増えてきた今、改めてゆっ
たりとした気持ちでお手紙を書きたいなぁと思っていた矢先に、こ
ちらのサービスを知りました。 6歳の娘がおり、子育てについて
日々模索しながらも毎日楽しく過ごしています。 いろいろな地域に
お住まいの方々、年代の方々と交流ができたらと思っています。ど
うぞよろしくお願いいたします。

ゆうさん
ちゅら海通り 75番地 2022年12月31日まで

男性
20代

アニメ、ゲーム、会話、手話、スポット巡り、スノ
ボー、ダーツ、ダイビング、マンガ

初めてまして！ゆうです！ 手紙を書く事の素晴らしさに気づき初
めてみました！(*´꒳`*) 手紙だと言葉では伝えられない事でも紙に
書く事で本当の気持ちを伝えれるような気がしました！ 手紙を通じ
てこれからもみんなで支え合って頑張れる手紙を書きたいです！
皆さん気楽にお手紙送って下さい！(〃ω〃) よろしくね！(≧∀≦)

りと。さん
うつくしま通り 140番地 2023年3月31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

最近、手紙を書くことが楽しく感じて、調べていく中でこの文通村
を見つけました！ 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　100均巡りも大好きです。笑
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のぎーさん
きりたんぽ通り 59番地 2023年9月30日まで

男性
60代

スポーツ観戦 音楽鑑賞 パチンコ 文通

独身の男です今は乃木坂にはまってますアイドル大好き
写真集も集めてます よろしくお願いしますまってます女
性のかた大歓迎です

なあさん
お江戸通り 1349番地 2022年12月31日まで

女性
30代

ジャニーズ、コンサート、旅行、YouTube、レタセ、シール、
文房具、ディズニー、サンリオ

はじめまして！初心者ですが、色々な方とお話ができたらなと思っ
ています♡趣味が同じ方など大歓迎です！ジャニーズはSnowMan
が特に好きです！(デビュー組～Jrまでお話できます)ディズニー.サ
ンリオ.スヌーピーなど好きです！ 女性の方のみでお願いします૮ . ̫
. ა⸝⸝⸝⋆

たのしみさん
どさんこ通り 395番地 2022年12月31日まで

女性
40代

音楽、手紙、話す事

会話のやり取りがうまくできると良いです。

ジャックさん
平城京通り 91番地 2023年3月31日まで

男性
50代

サイクリング、読書、ひとり旅、自然栽培、みそ
仕込み、料理、そぞろ歩き

旬を下ごしらえして美味しくいただくのが好きです。同僚からは、
自由人だと言われますが面白そうなこと、美味しそうなものに足
の赴くままに楽しんで、のんびり二人暮らしを満喫しています。男
女問わずお便りよろしくお願いします。

ふゆかさん
ピーナッツ通り 566番地 2022年12月31日まで

女性
40代

猫・多肉植物・原付旅・ソロキャンプ・手帳・100均・
茶香炉

1年ほど入会を迷いましたが、ずっと憧れていた文通の世界に飛び
込んでみました。 ささやかな日常を手書きの文字でお手紙にのせ
て、お互いのペースでのんびりやり取りできたらと思います。絵
が超絶苦手ですが、リクエストがあれば画伯クオリティの絵を便箋
のどこかにこっそり描きます。 100均レタセ多めです。それで
もOKな方、年齢・性別問わずよろしくお願いします。

らぷんさん
きりたんぽ通り 60番地 2022年12月31日まで

女性
20代

YouTube・アニメ・音楽・ゲーム・食べること・文具
収集・ミッフィーグッズ収集

昔よく文通が好きでしていてこの文通村の存在を知って
また文通したいなぁと思い始めました。 みなさんと楽し
く文通できたらなと思います(*^^*)

ゆきみさん
常陸の国通り 192番地 2022年12月31日まで

女性
20代

漫画、アニメ、ジブリ、アクアリウム（熱帯魚）、
観葉植物、ドライブ、紙もの、ゲーム

昔文通をやっていてまたやりたいなと思ったので入会し
ました。趣味の話や日常の出来事などまったりやりとり
できたらなと思います。宜しくお願いします。

ゆめさん
なにわ通り 609番地 2023年3月31日まで

女性
40代

読書、手芸、音楽、神社、歩く事、美術館、かわ
いいもの、野球観戦(阪神)

初めまして。中学生の頃していて楽しかった文通を、ま
た始めたいなと思って入村しました。年齢性別問わず、
いろんな方とのんびり話せたらと思っています。ポスト
カード、一筆箋、大歓迎です。よろしくお願いします。

モジャモジャさん
火の国通り 69番地 2022年12月31日まで

女性
30代

献血 ボランティア

献血やボランティア活動が好きです。子育ての話なども
したいです★

さぬきうどんさん
どさんこ通り 396番地 2022年12月31日まで

女性
20代

動画鑑賞、手芸、ネットサーフィン

はじめまして。休日にネットサーフィンをして流行りのものを探し
たり、動画鑑賞をしたりするのが好きです。あみものやレジン液
でアクセサリーをつくるなどのものづくりも好きです。文字を書く
ことが昔から好きで今回文通に興味を持ちました。よろしくお願い
します！
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カナタさん
彩の国通り 585番地 2023年3月31日まで

女性
30代

シール集め、文房具、手帳、アニメ、ゲーム

はじめまして！周りは結婚し疎遠になり文房具やアニメが好きだ
けども語れる方がいず…孤独に職場と家を行き来する毎日でした
が小学生の頃から憧れだった文通が出来るサイトに出会ってしまい
ました(>_<)是非ゆっくりのんびりとお手紙を交換してお話しさせて
いただけると嬉しいです♪

けいこさん
茶畑通り 241番地 2022年12月31日まで

女性
70代

ガーデニング、手芸

けいこといいます。 庭いじりや手芸などが趣味です。
最近、アート書を始めました。 どうぞよろしくお願いし
ます。

ひづきのぞみさん
越中通り 76番地 2023年3月31日まで

女性
20代

映画鑑賞(ホラー/アクション/SF)、物件の間取り、エジプト、
スキー、植物、youtube

生活に楽しみを増やしたいと思い始めました。ネット小説が好きで、
良作に巡り会えると時間を忘れて読み耽ってしまいます。 文通を
通し新しい世界に触れられたらと思うので、共通点の有無に関わら
ず文通ができたらと思います。よろしくおねがいします！

ねーこさん
杜の都通り 195番地 2022年12月31日まで

女性
40代

編み物、糸紡ぎ、観葉植物、花、自然、お茶、お菓子作り、
洗濯、猫、笑うこと、食べること、英語

おいしいものを食べて、くだらないことで笑う平凡が好
き。インドア人見知り文才無しですがo(･x･)/ゆる〜く楽
しく文通出来たら幸いです♡よろしくお願いします٩( ᐛ
و(

ふみさん
お江戸通り 1350番地 2023年3月31日まで

女性
40代

文房具、海外ドラマ、お笑い、民藝

浅く広く、スポーツ観戦や美術館巡りなども好きな会社
員です。のんびり楽しくやりとりできればと思っていま
す。

みくさん
上州三山通り 118番地 2022年12月31日まで

女性
40代

編み物、YouTube、音楽

お手紙交換したくて始めてみました！ 趣味の範囲で、簡
単な占いしたりもします。 色々なお話したいなと思い村
人になりました！ よろしくお願いします♪ 文通は、女性
の方限定とさせて頂きます☆

しろさん
どんたく通り 326番地 2022年12月31日まで

女性
30代

メダカ飼育、タロット関連のカード集め、YouTube

1人でのんびり過ごすのが好きです。 文通は自分時間で
ゆっくりできるので興味がありました。 色んな方と交流
できると嬉しいです よろしくお願いします♪

小鳥さん
彩の国通り 586番地 2022年12月31日まで

女性
30代

読書、語学学習、文章を書くこと、手みやげのお
菓子を買うこと、美術館へ行くこと

はじめまして。本の主人公に影響を受けて、自分でも手紙を書い
てみたくなり、文通村に入りました。普段は仕事に追われがちな
ので、手紙のやりとりというゆっくりとした時間を大切にしたいで
す。いろいろな方との手紙を通じた出会いを楽しみにしています。

みやこさん
かすていら通り 70番地 2022年12月31日まで

女性
20代

カフェ 旅行 文房具 野球 水族館 アニメ漫画 ゲーム
資格 英語 雑貨集め

社会人になり悩んでばかり、趣味にもあまり時間を割けず…お手
紙交換で楽しい気持ちになれたらいいなと思い、文通村をはじめま
した。 上の趣味の他にもキャラクターものやぬいぐるみが大好き
です(*ˊᵕˋ*)よろしくおねがいします⋆⸜♡⸝⋆

リリーさん
越後通り 139番地 2022年12月31日まで

女性
40代

お蕎麦屋さん巡り　料理　掃除　療育　にゃんこ
のお世話　口腔ケアの道具選び

新聞で文通村の事を知り“そういえば中学生の時に文通にハマって
たなぁ”と思いだし村民に名乗りをあげました。パートで訪問介護
をしている既婚者です。子供が１人いますが、知的に患いをもっ
ています。話題や趣味のジャンルを問わず末永くお付き合い出来る
文友さんに巡り会いたいです(*^^*)
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どらやきさん
相模ハマっ子通り 683番地 2022年12月31日まで

女性
20代

プロ野球観戦（中日ドラゴンズ）、食べること、
海外ドラマ

はじめまして。社会人です。同じ趣味の方とお話してみ
たい！と思い入村しました。文通は初めてですが、のん
びり交流できたら嬉しいです^^よろしくお願いいたしま
す。

北窓さん
阿波の国通り 45番地 2022年12月31日まで

女性
30代

読書、手帳関連、万年筆とインク、手芸、散歩、写真撮影、
観葉植物、アクアリウム、料理、麻雀

日々の忙しさの中、ふと見つけた季節のうつろいを手紙でゆったり
と誰かと共有できればと思い、登録しました。写真は下手の横好
きで、草花や野鳥、ペット等色々撮ります。いずれ写真の交換な
ども出来ればと思っています。また、最近は万年筆好きが高じて
マステ、シールなど集めたり、Mリーグをきっかけに麻雀にハマっ
ています。いろんな方とのんびりお話しできれば嬉しいです。

しーぼーさん
しゃちほこ通り 441番地 2022年12月31日まで

女性
40代

手紙、ゲーム、ドライブ、料理

レターセットとか文具が大好きです。何気ない会話など
や悩みなんでも気軽にできて仲良くなれたらなと思いま
す。 字は上手くありません、、が、書くことは好きです！
はじめてなのですがよろしくお願いします！

さくらさん
六甲通り 408番地 2022年12月31日まで

女性
30代

ショッピング、YouTube、ノート・メモ、カフェ巡り、ポスト
カード集め、キャンプ、編み物

育児中のママで仕事や家事の合間に書きます＊ ショッピン
グ、YouTube、ノートに色々書く、ポストカード集め、カフェ巡り、
キャンプ、ドライブ、編み物、ハンドメイド作品集め、ディズニー、
ハリポタ、ポケモン、スプラトゥーンも大好きです♪ ポストカード・
ミニレター・一筆・短め大歓迎です！もちろんお手紙も嬉しいで
す♪よろしくお願いします( ⸝⸝•ᴗ•⸝⸝ )❀

宮城　こけしさん
杜の都通り 196番地 2022年12月31日まで

女性
30代

Cafe/英語/歴史/手話/猫/犬/NEWS/NiziU/ハリーポッ
ター/Disney

30歳女性 【趣味】今まで趣味を探した事がなかったのでこれを機会
に文通を趣味にしていきたい！ 30代になってから英語を基礎から
学び直し中。 【好きなもの】美女と野獣のbelle。メッセージカード
やポストカード収集。国内、海外旅行。ポストクロッシング！海外
の方とも文通ok!!ご当地のおすすめの食べ物や文化も教えて欲し
いです♪ よろしくお願いします。

なにがしさん
彩の国通り 587番地 2023年3月31日まで

女性
50代

漫才（観覧・テレビ・配信）/ラジオ/大喜利/中国語/スキー/
小豆の和菓子/ちくわぶ/AB型

紹介頂き入会しました。言葉が好きです。あなたのお好きな事を
書きっぱなしでもOK！いろいろ教えてください。私も半径10mくら
いですが笑、身の回りの出来事をお書きします。肩の力を抜いて
ご覧いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

みかぽにゃさん
彩の国通り 588番地 2022年12月31日まで

女性
30代

トロンボーン（オーケストラ・吹奏楽・アンサンブ
ル）、音楽鑑賞、YouTube鑑賞

文通は小学生時代にやっていたきりです。今日仕事帰りに突如文
通がしたくなり、登録しました。 オケやブラスをやってるので、音
楽の話が得意ですが、どちらかというと日常あったこと、楽しかっ
たこと、気軽に身近の悩みなどを相談などができるような、お互
いに楽しめるような方と繋がれればと思います。よろしくお願いい
たします(*^^*)

柚羽さん
とちおとめ通り 134番地 2023年3月31日まで

女性
20代

音楽、アニメ、声優さん、海外ドラマ、ドライブ、
神社仏閣、旅行、動物、バレーボール

はじめまして。音楽は邦ロック、V系、ジャニーズなど幅広め。海
外ドラマとアニメは好きなタイトルを何回も見るタイプ。ドライブ
しながら神社仏閣を巡ったり、おいしいものを探しに旅するのも好
き。お家には猫ちゃん2匹。好きなものを好きなときに好きなだけ。
文通初心者ですがよろしくお願いします！

おはなさん
火の国通り 70番地 2022年12月31日まで

女性
30代

ドラマ映画鑑賞、カフェ巡り、ゲーム

30代の主婦(子なし)です(*´꒳`*)同世代の主婦さんや九
州の方とやり取りできたら嬉しいです(*^^*)もちろん年
齢や住みの離れてる方からのお手紙も大歓迎です！よ
ろしくお願いします^^

えのっちさん
さるぼぼ通り 115番地 2022年12月31日まで

女性
20代

レターセット集め、読書、イラスト、ゲー
ム、PUIPUIモルカー、ポケモン

せっかく集めたレターセットを使う機会が欲しいと思い、文通相手
を探す事にしました。 老若男女問わず、文通を通した人間関係を
築くのも素敵だなと思っています。 日々の悩みやなんてことない話
をだらだら話したいです。 よろしくお願いします。
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枢愛さん
お江戸通り 1351番地 2022年12月31日まで

女性
20代

ゲーム、漫画、アニメ、ぬいぐるみ、動物(犬･猫･爬虫類)、
音楽、吹奏楽、読書、切り絵

初めまして。 文通は初めてですが興味があり登録してみました。
介護職をしています。 ゲームはアプリからコンシューマーまで、
色々手を出してます。特にリズムゲーム、アクション、RPG、乙女
ゲームやサバイバルホラーとかもやります。 同じような趣味、お
仕事の方は勿論、そうでない方ともお話してみたいです。 よろし
くお願いします！

ぐりさん
彩の国通り 589番地 2023年3月31日まで

女性
30代

記念スタンプ、風景印、マンホールカード。紙物、
郵趣、ダイエット中

はじめまして。知的障がいのある中学生の子どもがいます。コラー
ジュ勉強中です。何かを始める前にまずは一通り揃えがち…文通
でたくさん使えたらいいなと思っています。色々なお話が出来たら
嬉しいです。よろしくお願いします。

てごにゃんさん
加賀の国通り 75番地 2022年12月31日まで

女性
30代

読書　映画鑑賞　など。。。

字はすごく汚いですが子供の時文通が好きで是非こうい
うのまたやってみたいと思い登録しました。 是非よろし
くお願いします。 趣味合いそうな人に手紙を書いていき
ます！

行雲さん
彩の国通り 590番地 2022年12月31日まで

男性
40代

旅行、読書、登山

既婚、2人の子持ちです。最近キーボードばかり叩いていて、久し
く文字を書いていないなと思い、手紙を書きたくなりました。最近
感動したのは出光美術館の企画展「仙厓のすべて」、映画『コーダ
あいのうた』、詩集『小さなユリと』など。最後の海外旅行はクー
デター前年のミャンマーです。

きなこさん
相模ハマっ子通り 685番地 2023年3月31日まで

女性
30代

ガラスペン、インク、文具、編み物、映画鑑賞、
アニメ、カフェ、ラーメン、など

いろいろな人とお話ができたら楽しいなと思い文通村を
はじめました。趣味の話や日々の出来事などお話できた
ら嬉しいです。ミニレター、はがきも大歓迎です！よろ
しくお願いします。

りんごさん
相模ハマっ子通り 686番地 2022年12月31日まで

女性
20代

食べること、100均巡り、文房具、漫画、有吉の壁、
映画など

初めまして。仕事と家の往復で他にも何かできればと思い、入村
しました。趣味は広く浅いのでコレ！と言ったものがあまりなく、
よく興味を示すものを書きました。何かオススメがありましたら是
非教えていただきたいです。何かチャレンジするきっかけにしてい
きたいです。他にも日常での出来事や面白かったことなどもゆっく
りお話しできればと思います。よろしくお願い致します。

雪花さん
彩の国通り 591番地 2023年3月31日まで

女性
30代

紅茶、漫画（花とゆめ等）、ジャにのちゃんねる、
ライオンズ、100均、投資

はじめまして、雪花です！育児と仕事の合間に、ゆった
りした時間を設けたいと思い、入会しました。文通初心
者です。気軽に色々な人とやり取りできたら嬉しいです。
女性の方限定でお願いします。

半野良にゃんこさん
六甲通り 410番地 2023年3月31日まで

女性
30代

読書、お昼寝、散歩、たまに絵を描いたり

お祈りをして、家事をして、本を読んでと、まったりした生活を目
指して日々を過ごしております。いろんな方と文通ができたら嬉し
いです(*^-^*) あと字は汚いですので、気にならない方よろしくお
願い致します(ﾟωﾟ;)

じょーさん
越前通り 37番地 2023年3月31日まで

男性
40代

スポーツ、弓道、多肉植物、家庭菜園、登山、キャンプ、
音楽鑑賞、楽器、写真、etc.

手元にある色とりどりのインクを使いたくて、以前から興味のあっ
た文通の世界に飛び込んでみました☆いろんな話をして視野gが広
がるといいなって思っています♪趣味を見てもらったらわかる通り、
いろんなことに興味がありますし、子育てや仕事などそれなりの経
験もあるのでどんな話題でもたぶんOKですよ^^

いけぽんさん
かぼす通り 57番地 2022年12月31日まで

男性
20代

麻雀、吹奏楽、お酒、音楽鑑賞、競艇、韓国料理
（主に食べる）

最近、何か趣味を始めたいなと思って、文通村に登録し
ました。字を書くことは好きなので、いろんな方と文通
してみたいと思っているので、お気軽にお手紙くれると
嬉しいです(^^)
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かなさん
伊勢通り 111番地 2022年12月31日まで

女性
20代

ネイル、美容、ファッション、YouTubeやNetflixを
みること

こんにちは！ YouTubeで文通村の事を知り、昔文通が大好きでし
ていたのを思い出し懐かしい気持ちになって登録してみました( ¨̮ )
はじめてでどんな感じなのかまだわかりませんが、楽しく文通でき
たらいいなと思っています。 よろしくお願いします♡

あずきさん
ちゅら海通り 76番地 2023年3月31日まで

女性
20代

万年筆 インク 文房具 日記 手帳 ゲーム

万年筆やインクの沼にはまっています。シールやコラー
ジュも大好きです。同じ趣味の方はもちろん、いろいろ
な方と文通してみたいと思っています！よろしくお願いし
ます。

べるべるさん
きびだんご通り 132番地 2023年3月31日まで

女性
40代

旅行、ショッピング、料理、ガーデニング、格闘技
観戦、カフェ巡り、動物、自然

日頃の何気ない生活な事やその中で起きている小さな出来事から
大きな出来事や変化に対して思うことや感じる事を含め、趣味や
お互いの時間を共有出来る様なやり取りが出来たらいいなぁと思っ
ています。 やり取りを重ねる内に、リアルな友達感覚で手紙を読
んだり書いたり出来る関係になれたらと思っていますので気になっ
た方、どうか末永くよろしくお願いいたします。

めんまさん
相模ハマっ子通り 19番地 2022年12月31日まで

女性
20代

散歩、写真、猫、料理、ドライブ

はじめまして。 まだお試しですが、文通に憧れて入村しました。
猫1匹と人間1人で暮らしています。 年代問わず幅広く交流できた
らなーと思っています。 あまり上手ではないですけど、写真とか交
換出来たら楽しそうと思っています。 文通初心者で分からない事
も多いですが、よろしくお願いします。

キキさん
とちおとめ通り 124番地 2023年3月31日まで

女性
40代

文通、懸賞、読書、アニメ見る事、ジャニーズ、
プリクラ

ジャニーズ、プリクラ大好きです。ジャニーズの話したりプリクラ
交換しながら文通してくれる人お手紙待ってます。ちなみにジャニー
ズだとSexyzone、Hey!Say!Jump、HiHi、King&Prince大好きで
す。一緒にジャニーズのコンサート行ける人がいいです。あとプリ
クラですが1人プリカップルプリクラ親子、友達とかのプリOKで
す♡←何でも大カンゲイ♡

以左於さん
さるぼぼ通り 60番地 2023年3月31日まで

男性
60代

読書、映画鑑賞、ウォーキング

何の取柄も値打ちも皆無な私です。文字を綴ることに抵抗はござ
いません。大した人生経験も見当たらず他の会員様からの見当た
りは歴然です。そんな私ですが万一入会が支障なければ至上の喜
びです。乱筆乱文お許し下さい。

ゆきちゃんさん
彩の国通り 280番地 2022年12月31日まで

女性
60代

読書、卓球、猫を可愛がる事、ちょっとした野菜作
りやガーデニング

はじめまして。愛猫3匹に毎日笑いと癒しをもらい〝ゆっ
くり〟暮らす事を教えてもらいながら日々送っておりま
す。手紙を通していろいろなお話が出来たらうれしいで
す。どうぞよろしくお願いします。


