
第308号 2022年10月31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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おもちさん
信濃通り 74番地 2023年10月31日まで

女性
40代

自然、動物、ゲーム、文房具、食べること

こんにちは。この度、再入村させていただきました。自然と動物、
食べることが大好きです。創作活動にも興味があるため、同人物
でのやりとりや、ハガキでのちょこっとしたやりとりも◎。食べ物
のお話がお好きな方だとお話が弾むかもしれません…！よろしくお
願いします。

さくらいろさん
桜島通り 32番地 2023年1月31日まで

女性
40代

音楽鑑賞、可愛い雑貨、文房具、切手、レターセッ
ト、藤井風、DEEN

初めまして❣ 小学生の娘のママをしております❣ 文通を
通して、日常のささやかな出来事などいろんなお話が出
来たら…と思っております☆どうぞよろしくお願いいたし
ます。

ネコじかんさん
杜の都通り 93番地 2023年1月31日まで

女性
40代

読書、BUMP OF CHICKEN、ねこ、お酒、器、散
歩

愛猫と暮らして12年、BUMP OF CHICKENのリスナーは20年以上、
暇さえあればジブリの音楽に耳を傾けながらお酒を片手に読書を
し(ミステリーや優しいものが好きで、ホラーやSFは読みません)寝
落ちしてしまい「またやってしまった悔しい！」と思いながらお酒と
本をセットにすることをやめられない40歳です。穏やかに長く続け
られる方と繋がれたらと思います。

じゅんさん
しゃちほこ通り 252番地 2023年4月30日まで

女性
50代

ダイヤモンドアート、手帳、万年筆、編み物、御城印、刀
剣乱舞、ゲーム、昔を懐かしむ事

初めまして。夜ふかしが大好きな50代です。家族が寝
静まった深夜に趣味を楽しんでいます。同じ趣味の方や
そうでない方もお手紙いただけると嬉しいです。

べしさん
お江戸通り 977番地 2023年10月31日まで

男性
60代

ラグビー観戦、旅、コーヒー

独身の男ですが、区役所に勤めています。男女問わず
歓迎します。どうぞよろしくお願いします。

ダリアさん
お江戸通り 382番地 2023年10月31日まで

女性
30代

読書、手紙を書くこと、料理、ワイン、水泳、ボク
ササイズ、資格試験

医療に関する仕事をしています。本に囲まれている環境が落ち着く
ので本屋、図書館によく行きます。できるだけ普段、手に取らな
いジャンルの本を読み見聞を広げたいと思っています。また、こ
の11月からキャリアコンサルタントになるための勉強を始めました。
難しい資格にチャレンジしている方と情報交換しながら、切磋琢磨
できたら嬉しいです。

あかねさん
平城京通り 81番地 2023年10月31日まで

女性
20代

YouTube(にじさんじ、東海オンエア、QK)、テニ
プリ 、映画、JO1、声優

掃除していたら幼少期に使用していたメモが出てきたため今回登
録してみました そのためキャラ物や百均、小さいメモ、バラセで
送ることがほとんどになりますのでご了承下さい こちらも使うタイ
ミングを逃したメモなどで送っていただいて大丈夫です！ 人との
会話が1番好きなので趣味が違う方ともお話できたら嬉しいです!
手紙を通して私の知らない世界を教えて下さい！！

みだりさん
常陸の国通り 193番地 2023年1月31日まで

女性
10代

アニメ、あんスタ(ゲーム)、ツイステ、競馬(観戦
のみ)、歌うこと、文房具集め、

みだりと申します あんスタ(ヴァル)とツイステ(エペルくん推し)と競
馬と文房具を愛しています♡ 俳優の山崎大輝くんと北村諒さんも
好きです♡ 文通は初めてなのですが楽しんでやりたいので趣味の
ことでも趣味以外の日常のお話でも好きに書いて送って頂けたら
嬉しいです♡ お返事のペースはゆっくりになってしまうかもですが
大切に読んで書かせて頂きます✨
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夢さん
なにわ通り 614番地 2023年1月31日まで

女性
50代

韓ドラ・料理・習字・犬のトリミング

出来るだけ自然な食品を探し、シンプルな調味料での料理を始め
ました。料理1年生の気分で、新たな発見に楽しんでいます。 保
護犬のマルチーズを飼っています。靴下を何枚も履いて冷えとりし
ています。多くの人と繋がりたくて始めました。よろしくお願いい
たします。

デイジーさん
めんこい通り 91番地 2023年1月31日まで

女性
30代

ゲーム、紙もの・シール・マステ集め、YouTube、コラージュ
(勉強中です)・100均巡り

字を書くのは上手くはありませんが、色々な方と交流してみたいと
思い始めました！ 子供の話題を出す事もありますので、無理な方
はお知らせ下さい。 お返事は、お待たせしてしまう事もあるかと
は思いますが、お互いのペースでやり取りできたらなと思います！
形式やレターセットこだわりないので、老若男女問わず募集中で
す♪

チョコミントさん
お江戸通り 1358番地 2023年4月30日まで

女性
30代

カフェ、読書、ペン習字、食べること、寝ること、
革の財布や鞄集め

かくことが好きでペン習字を習っています。書くことを通して誰かと
繋がれたらいいなと思って文通を始めたいと思いました。じっくり
変化していく革製品が好きです。職業は看護師です。仕事柄いろ
んなひとにであってきました。ゆっくりお話ししてくださるひとがい
ましたらよろしくお願いします。

月美さん
お江戸通り 1359番地 2023年1月31日まで

女性
40代

コーヒーやお茶、福袋、お花、音楽、食器

レターセットの福袋を買いたくて検索していたら文通村に
たどり着きました(^-^) 短い文章やお葉書なども嬉しい
です！！ いろいろなお話しが出来たらとてもしあわせで
す。どうぞよろしくお願いします！

ハナニラさん
お江戸通り 764番地 2023年1月31日まで

女性
30代

音楽鑑賞など

音楽は藤井風、ポルノグラフィティ、星野源、SEKAI NO OWARI、
ゲスの極み乙女。フジファブリック、ユーミンやaiko、マイラバ、
レベッカ、ガーネットクロウ、the brilliant green、竹内アン
ナetc…お笑いだとロバートの秋山さん＆くりーむしちゅーのうえだ
さん　ジャニーズだと関ジャニとwest笑☆が好きです！

あいりさん
桜島通り 78番地 2023年4月30日まで

女性
30代

カフェ、読書、おしゃれ、美容、ネイル、韓国、コーヒー、
おさんぽ、観葉植物、バラエティ

こんにちは。31歳独身で、丁寧でおしゃれな生活を目指していま
す。手紙を書いたり、手紙がくるのを待つわくわく感を楽しみたい
なと思って始めました！男女問わず、いろいろな人と文通ができた
ら嬉しいです。よろしくお願いします。

どらさん
お江戸通り 1361番地 2023年4月30日まで

女性
20代

文房具、コスメ、ディズニー、猫、漫画

ものすごく何かに熱中するタイプではなく狭く浅くな人間です。 文
通をするのが好きだったのを思い出して始めてみようと思いました。
常に３日坊主な人間だけれど続くといいなと思います。 文具、手
帳、コスメ、スキンケア、ディズニー、猫が好きです。拘ってない
けれどコーヒーも大好きです。 年齢問いませんが女性の方限定で
お願いしたいです。

ryuさん
なにわ通り 615番地 2023年1月31日まで

女性
30代

イラスト・ペット・インク・文房具・読書・アニメ

小動物と爬虫類を飼っています。イラストを描くのが好きで、デジ
タル・アナログ両方使っています。万年筆やインク収集・一人旅・
読書などが好きです。趣味が似ている方と文通出来たらと思いま
す。ロンレタ大歓迎・レタセにこだわりありません。ご自由にお好
きなものをお使いください。

こっこさん
どさんこ通り 400番地 2023年1月31日まで

女性
20代

読書、マンガ、アニメ、映画、音楽、写真、喫茶
店巡り、自然や動物が好きです。

ふと、まったく知らない人と文通したくて始めてみました。ゆるくや
り取り出来たらと思っています。 最近読んでる本は「動物の賢さが
分かるほど人間は賢いのか」、「現代思想入門」など。絵本も好き
で集めています。好きなマンガは「マイ・ブロークン・マリコ」です。
最近聴いてる音楽は50年代のJazzで、洋楽中心に広く浅く聴いて
います。

さとすけさん
なにわ通り 616番地 2023年4月30日まで

女性
40代

ｶﾌｪやおいしいお店を巡ること、レトロゲーム

はじめまして。40代を迎え、新しいことをやってみたくなりました。
お手紙を通して色々なお話を聞いてみたいと思っています。コロナ
前は旅行によく行っていたので、ご当地にも興味があります。どう
ぞよろしくお願いします。
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シュウさん
琵琶湖通り 86番地 2023年1月31日まで

女性
40代

神社仏閣めぐり。落語鑑賞。料理。

はじめまして。なにもすることがない日も出かける日も楽しんでい
ますが仕事以外で人と繋がる機会がない今に少し寂しさを感じ登
録しました。文通初心者ですがどんな方達と繋がれるか今から楽
しみにしています。よろしくお願いします。

タケさん
とちおとめ通り 135番地 2023年1月31日まで

男性
30代

・ランニング、サイクリング ・カラオケ ・献血 ・公募ガイドで
色々応募していること

はじめまして。 タケと申します。 会社員です。 自分の性格は真面
目なところです。 気が弱いところもあります。 クレヨンしんちゃん
で言うならマサオくんタイプです。 真面目さは風間くんかな。 そ
んな感じです。 楽しく皆様と文通を通して交流できたらいいなと思っ
ておりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

福猫さん
ピーナッツ通り 569番地 2023年1月31日まで

女性
60代

読書、映画・テレビドラマ鑑賞、音楽鑑賞、時々歌舞伎や宝
塚観劇など。落語も好きです。

1962年生まれ。猫好きです。 読書は30代の時は宮部みゆきさん、
藤沢周平さん、北原亞以子さん、40代の時は横山秀夫さん、50代
は窪美澄さん、60代になった最近は平野啓一郎さんなど。 音楽は
来生たかおさん、安全地帯、杉山清貴さんをよく聴きます。 大の
猫好き、動物好き。今同居してる猫は茶虎の女の子です。 マンショ
ンのベランダで花を育てています。

ゆいさん
茶畑通り 242番地 2023年1月31日まで

女性
20代

ゲーム(プロセカ)/アニメ/ボカロ/動物(犬)/サンリオ(シナモ
ン)/イラスト(絵を描く)

20代前半、うつ病療養中のため無職ですが、ゆるく職探し中です！
入院したことがきっかけで文通にハマりましたがリア友だけでは物
足らず、お試し入会です！ 色々な方と交流したいです！どんなお
話でも、些細なことでも、なんでも嬉しいです。かわいい便箋や
ハガキが好きです！ 17歳のダックスフンドが家にいます。 推しは
キュアホイップと朝比奈まふゆちゃんです。

ことことさん
お江戸通り 1362番地 2023年1月31日まで

女性
20代

散歩、韓流ドラマ、K-POP(SuperJunior、少女時
代)、映画鑑賞

ふと文通のゆったりとした時間の流れ方を味わってみた
くなり、文通村を始めることにしました。ドラマや映画、
ライブ鑑賞などエンタメ全般大好きなので、ぜひ好きな
作品や音楽のお話などできたらとっても嬉しいです。

ちーちゃんさん
きびだんご通り 134番地 2023年1月31日まで

女性
30代

散歩、ジブリ、育児、100均、YouTube、キャラクター好き、
食べ歩き、パン屋、

0歳の息子を育児しながら、専業主婦してます。言葉にすることが
苦手で口下手ですが、手紙ならゆっくりと自分に向き合えるのでは
と思い、入会しました。字は汚いですが、書くことが好きです。
日常や趣味などのたわいのない文通ができれば嬉しいです。 サン
リオやリラックマなどのキャラクター好きです。紙モノが好きです。
いろんな方と交流できれば嬉しいです。

いとかさん
どさんこ通り 401番地 2023年4月30日まで

女性
30代

食べ物モチーフの文房具類集め、読書＆映画鑑賞(どんでん
返し系が好き)、観劇ついでの旅行

食べ物系のモチーフの文房具類を見るとつい買ってしまうので、お
気に入りのシールやレターセットが色んな方へ届いたらいいなぁと
思って入会しました。自分が触れたことのない趣味に関するお話を
聞くのが大好きなので、共通の趣味がなくても楽しく文通できたら
嬉しいです。すすめられたものにすぐ興味を持つタイプ。ポストカー
ドや便箋一枚のお手紙も大歓迎です！

スイスイちゃんさん
しゃちほこ通り 442番地 2023年1月31日まで

女性
40代

子育て、睡眠、ラクすること

保険営業をしていますが、現在育児休暇中。 ほぼアラフィフで第
１子を出産。 出産前は、仕事仕事の日々で、自分を大切にしてい
なかったと反省。子育てしながら、自分にとって楽しい事は何か、
この先どうしたいのかを考えています。 視野が狭くなっている自分
に気づき、いろんな方々と手紙を通じてお話したいと思い、まずは、
お試しで登録しています。よろしくお願いします。

nicoさん
お江戸通り 1363番地 2023年1月31日まで

女性
30代

食べる事、音楽、塗り絵、紙もの(文房具)、読書、
漫画、刺繍、SnowMan、

はじめまして。趣味が同じだったり似ている方と特に文通のやりと
りをしてみたいです。わくわくしています。 ポストカード、一筆箋
でのやりとりもしてみたいです。 お互いのペースでやり取りしましょ
う。 御縁がありましたら宜しくお願い致します。

さといもさん
お江戸通り 1364番地 2023年1月31日まで

女性
30代

読書、料理、芸術鑑賞、絵を描くこと、ショッピン
グ、占い

はじめまして、さといもアレルギーのさといもです(o・・o)/ 31歳で、
年上の彼氏と同棲5年目です。若い頃は芸術関係の仕事をしてまし
た。今は彼氏に養ってもらってるから仕事はしてません。読書やアー
ト、料理がすきです。幅広い年代の方と交流してみたいです。良
い出会いがありますように。
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月夜の猫さん
平城京通り 94番地 2023年1月31日まで

女性
50代

読書、手芸、ドライブ、文房具、ガラスペン、パ
ズル雑誌、観葉植物

基本インドアな私ですが、時々フラっと温泉や雑貨屋さ
ん、美味しいもの巡りなどに出かけたりもします。猫以
外の動物も植物も好きです。

そっくすさん
彩の国通り 597番地 2023年1月31日まで

女性
20代

アニメ、映画、イラスト・漫画、シール集め、文房具、音楽、
カフェ、YouTube鑑賞

まずは3ヶ月のお試しですが、ぜひ手紙を通じて交流したいと思っ
ております。 インドア趣味で、イラストや漫画、シールは自分で
描いたり作ったりして、自分の世界にひたったりしておりま
す(о´∀`о)笑 流行には少し疎いですが、アニメ映画は気になるも
のがあったら、映画館に足を運んで楽しんでます+° よろしくお願い
致します！

あおいそらさん
相模ハマっ子通り 692番地 2023年1月31日まで

女性
40代

音楽鑑賞、カラオケ、カフェ巡り

食べること、体を動かすことが大好きです。 2人の幼い
娘を育ててます。何か日常の些細なことを情報交換でき
たら、嬉しいです。

笹舟さん
彩の国通り 598番地 2023年1月31日まで

女性
30代

読書、ラノベ小説読書、漫画、女性向けアニメ鑑
賞、外国語(中国、韓国)勉強中

初めて登録いたしました。笹舟(ささふね)と申します。 字が下手な
ので字の練習も兼ねて登録させて戴きました。 誠に勝手とは思い
ますが、男性は苦手なので近い趣味を持つ女性の方と文通したい
です。 ラノベ小説やマンガに興味があります。まだ見ぬ面白い作
品やオススメの小説の話を話せたら嬉しいです。

めがねねこさん
上州三山通り 119番地 2023年1月31日まで

女性
30代

ハンドメイド、散歩、読書、洋書、ゲーム

ふと、手紙のやり取りが好きだったことを思い出し、やってみよう
と思い立ちました。 お互いの価値観や、なんてこともない話を楽
しめたらいいと思います。続かなくてもかまいませんので、気軽に
お手紙交換しましょう！

たくみさん
火の国通り 72番地 2023年1月31日まで

男性
20代

読書、カメラ

はじめまして、よろしくお願いします。 読書が好きでミステリー系
の小説を読むことが多いです。 写真を撮るのも好きでリバーサル
フィルムで撮って光にかざして鑑賞したりしています。 良い文通友
達になって下さる方がいらっしゃれば嬉しいです。

きらりさん
相模ハマっ子通り 693番地 2023年4月30日まで

女性
50代

読書、旅行、ヨガ、茶道、美術館巡り、英語の勉
強

はじめまして！以前よりお手紙を書く事が好きで、文通
に憧れていました。老若男女どなたでも、楽しく文通が
できたら嬉しいです。31歳の時に白血病になりましたが、
今はすっかり元気です。よろしくお願い致します。

ぽんねさん
杜の都通り 199番地 2023年1月31日まで

女性
20代

お絵描き、漫画、映画鑑賞、散歩、アニメ、ゲー
ム

はじめまして ぽんね と申します。 見ず知らずの方と手紙のやり取
りが出来たら楽しそうだなと思い、入村しました。老若男女問わず、
交流できたら嬉しいです！ 私自身、インドア派で休日は専ら漫画
や映画を見てゴロゴロしています(笑)最近見た映画は「マイブロー
クンマリコ」、好きな漫画は「ミステリと言う勿れ」です！ ご縁が
ありましたら、どうぞよろしくお願いします。

真夜中さん
茶畑通り 243番地 2023年1月31日まで

女性
20代

読書、ゲーム、散歩、音楽、仕事、たまに絵を描
く

家と職場の往復の日々。変わらぬ毎日にささやかな楽しみが出来
たら嬉しいなと。 休みの日はぼちぼちとゲームしたり読書したりゲー
ム実況(主に三人称)を観たり散歩したり… 音楽は主に邦ロック、
ゲームサントラが好きです。 文字を書くのも読むのも好きなので、
色んな方とやり取りできたら幸いです。よろしくお願いします。

さちよさん
常陸の国通り 194番地 2023年1月31日まで

女性
30代

読書 •園芸•かぎ編み•文具•手帳•写真 •ショッピング•サンリ
オ•100均•ネコ

文通を通していろいろな方（年齢関係なく女性の方）とお話しがで
きるとうれしいです。人見知りで話すことが苦手ですが、手紙なら
ゆっくりと考えながら文通できるので、今回はお試しで村人になり
ました。専業主婦で子どもがいます。初心者ですが、どうぞよろ
しくお願いします。
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昔のﾍﾟﾝﾌﾚﾝﾄﾞさんさん
彩の国通り 365番地 2023年4月30日まで

女性
80代

短歌も俳句も目を通す事は好きです。演歌以外は
好きです。

ペンを持ってのおしゃべり又ポストのぞきが楽しくなりま
した。ゆっくりと文通したいと思っています。

おっくんさん
しゃちほこ通り 275番地 2023年10月31日まで

男性
30代

カメラ、ゲーム、ギター

初めまして！色々な方々と文通がしたいです！御手紙を
書く事が大好きなので、とても楽しみにしております！
それでは、宜しく御願い申し上げます！


