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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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シイナさん
常陸の国通り 15番地 2023年2月15日まで

女性
30代

花を植えること、占い、ネトフリ、絵を描くこと、
買い物、プチ遠出

4年ぶりに戻ってまいりました。ゆっくりペースでよろしく
お願いします。

太陽と月の魔女さん
相模通り 3番地 2023年5月15日まで

女性
50代

文通、ゲーム、読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、ミュージカル
鑑賞、ぬいぐるみ、物語を書く、旅行

初めまして、太陽と月の魔女といいます。サンリオのシナモロール
を可愛がってまして、名前を姫ちゃんといいます。趣味は文通、ゲー
ム、読書、音楽鑑賞、ミュージカル鑑賞、映画鑑賞、ぬいぐるみ、
物語を書く、旅行です。よろしくお願いします。

柘植さん
古都みやび通り 96番地 2023年11月15日まで

女性
40代

旅行、食べ物、文房具、星座、プラネタリウム、
美術館、観劇、ヨーロッパ、柴犬

サブスクの国内ドラマやアニメが好きなインドアのフルタイム社会
人です。たまに旅行に出かけるので国内の推しスポットなど情報
交換できると嬉しいです。最近は代替わり儀式を見てイギリスも
興味深いです。またガラスペンやインクに興味がある方ともお話
できればと思います。MD紙やLIFEなどシンプルな便箋が好みなの
で便箋と封筒が別柄＆カラーインク可の方でお願いします。

さんちゃんさん
越後通り 75番地 2023年2月15日まで

男性
50代

読書、ドライブ

日本史が好きで、歴史上の人物をたずねて各地を訪れ
たり、当地の美味しいものを食べることにはまっていま
す。 船で世界旅行がしてみたいです。

とどろきさん
ピーナッツ通り 286番地 2023年2月15日まで

女性
20代

コスメ、ファッション、カフェ巡り、文房具、読書、
映画鑑賞

多趣味で最近デッサンを習ったりしています。 読書に関しては特に
好きな作家はいませんが勧められればなんでも読むタイプです。
特技は着物を自分で着付けができることで免許は持っていません
が友人に振袖を着せる予定なので絶賛練習中です。 趣味が合う方、
そうでない方とも緩く交流ができればいいな。と思っています。 よ
ろしくお願いします。

うさこさん
どさんこ通り 247番地 2023年5月15日まで

女性
40代

日記を書く、文房具、映画館、百均、音楽を聴く、
猫、散歩、紙類

北国に住んでいます。便箋、封筒はどんなものでも大
丈夫です。ポストカード、一筆箋、ミニ便箋とミニ封筒
もOK！

ゆきらさん
常陸の国通り 113番地 2023年2月15日まで

女性
20代

動物、イラスト、写真、メダカ、熱帯魚、漫画、
アニメ

はじめまして(*´꒳`*) 犬と猫とうさぎに鳥と熱帯魚など飼ってます。
写真撮るのが好きで暇があればカシャり、ハマりにハマってるのは
ドラクエです!。 普段言えないような話しや今日こんなんあったよっ
て感じの話が出来れば良いな( ´∀｀)年齢や性別気にしません！も
うとにかく楽しく話しましょう、色んな話が聞けたら嬉しいです!!

うまきちさん
うつくしま通り 95番地 2023年11月15日まで

女性
30代

図書館、公園、お散歩、ラジオ、犬(柴飼ってます)

再入村です。メンタルが悪化し、退会していました。これからは、
もっと、のんびりゆったり暮らしていこうと思います。改めてよろ
しくお願いします。本当にすみませんでした。家事手伝いをしてい
ます。料理も掃除も、やってみると面白いですね。最近は、図書
館にハマってよく行っています。女性限定でお願いします。



第309号 2022年11月14日
　　2

エミさん
しゃちほこ通り 443番地 2023年5月15日まで

女性
40代

ハイキング

お料理を作るのが好きです。

みーさん
なにわ通り 617番地 2023年2月15日まで

女性
60代

アニメ、ドラマ、新聞

実はこの文章を書いているのは本人ではなく娘です。文通はして
みたいけど、なかなか始められない本人の代筆です。母は毎日仕
事しか無く(看護師、訪問看護)趣味は私達と見るアニメと朝の連続
テレビ小説を見ること、新聞(毎日新聞)を読むこと位しかありませ
んが、文通はしてみたいそうです。とりあえず、お試し3ヶ月。母
へのお便り、お願いします!

しろはらさん
しゃちほこ通り 444番地 2023年5月15日まで

女性
40代

ものづくり、外国語、読書、映画鑑賞、美術鑑賞、
寺社めぐり、ボードゲームなど。

はじめまして。好きな鳥の名前をペンネームにしました。
外国語や文字が好きで、新しい言葉を知るとうれしくな
ります。よろしくお願いいたします。

ぷっちょさん
さがん通り 38番地 2023年5月15日まで

女性
30代

ドライブ、カフェ巡り、映画鑑賞、旅行、ライブ鑑
賞

はじめまして！ぷっちょといいます。 中学生まで文通していたこと
を思い出し、 文通をまたしてみようと思い入会しました。 よくカフェ
を巡ったり、 美味しいものを食べに行ったりしています。 ここ5年
ほどはカメラもやってます。 お互いのペースでゆったり文通したい
なと思ってます。 よろしくお願いします！

あこさん
ピーナッツ通り 570番地 2023年2月15日まで

女性
30代

紙モノ収集、ゲーム（DBD）、YouTube鑑賞（ゲー
ム実況）、考察系作品

デジタルな時代だからこそアナログが恋しくなり、入村させていた
だきました。根っからのインドア派でお休みの日は家でのんびり好
きな事をして過ごしております。いろんな事に興味があり、多趣
味です。字は綺麗な方ではありませんが心を込めて綴らせていた
だきます。素敵なご縁に巡り合えると良いな、と思っております。
どうぞ宜しくお願い致します。

たつきさん
どさんこ通り 403番地 2023年2月15日まで

男性
20代

カラオケ、音楽映画、星座鑑賞。

映画を見て、文通したくなりました。相手募集中です。
文通はしたことがないのですが、心を込めてお返事致し
ます。

ロトさん
砂丘通り 33番地 2023年2月15日まで

男性
20代

ゲーム(特に原神・プロセカ)、音楽鑑賞(ボカロ・ツ
ユ)、Youtube、アニメ、創作活動

はじめまして。システムエンジニアをやっている男です。SNSが普
及した現代で、あえて文通するのが面白そうだったので登録して
みました。趣味について語り合えると嬉しいです。新しい経験とか
知識を入れるのも好きなので趣味以外のことでも嬉しいです。普
段は文字をほぼ書かないので字が汚い可能性がありますが、それ
でも大丈夫でしたら、どうぞよろしくお願いいたします！！

シマエナガさん
相模ハマっ子通り 695番地 2023年2月15日まで

女性
20代

読書（小説、漫画）、音楽鑑賞（邦ロック）、バ
イク、カフェ巡り

こんにちは。文房具好きなのですが、今の時代使う機会が少ない
ので、文通村に登録しました。小説、漫画が好きで、one pieceを
よく読みます。音楽はofficial髭男dismやあいみょんなど幅広く聴
きます。好きな本や曲を紹介し合えたらいいなと思っています。よ
ろしくお願いします。

けいさん
うつくしま通り 144番地 2023年2月15日まで

女性
30代

映画鑑賞、海釣り、読書、音楽鑑賞、楽器、コー
ヒー

日常の楽しかったことや、趣味の話などができたらいいなと思い、
入会させて頂きました。働きながら1歳の息子の子育て中なので、
お返事はゆっくりになるかと思います。万年筆や文房具にも興味が
ります。よろしくお願い致します。

まめっ子さん
いよかん通り 66番地 2023年5月15日まで

女性
30代

愛犬、映画、読書、資格勉強、栄養学、文房具、
紙もの集め、mt、旅行

学生時代に文通していたことを思い出し登録しました。 ポストにお
手紙が入っていた時の嬉しさや、文字で綴る日常を相手に届ける
楽しさをまたこちらでできればと思っています。 小学生の息子とチ
ワワの男の子がいます。
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まこさん
お江戸通り 1366番地 2023年2月15日まで

女性
40代

編み物、絵を描く事、料理、TAPダンス

はじめまして！お手紙を書くのが好きで登録しました。
私は全体激痛が走る線維筋痛症と闘病中です。我が家
には三匹のフクロモモンガがいます。どうぞよろしくお
願いします。

りえりえさん
ねぷた通り 70番地 2023年2月15日まで

女性
40代

カフェ巡り、猫、リラックマ、ほぼ日手帳、100均巡り 文通、
文具集め、紅茶、お茶

はじめまして。お試しで入村しましたが、長く続けます。 既婚、
子供なしですが子供の話しは大丈夫です。子供好きです) 元々、
手紙書くことが好きでした。 SNSも良いですが、手紙が届くワクワ
クや相手を思って返事を書く楽しみを感じたくて。 絵はがきも大歓
迎です。 全国の方と年代、性別問わず色々なお話ができたら良い
なと思ってます。

ゆめさん
どんたく通り 328番地 2023年2月15日まで

女性
30代

ゲーム　アニメ　漫画　YouTube鑑賞（ゲーム実況・音楽）
ロリィタ　キャラもの　

SNSは、気軽に繋がれる分、すぐに縁が切れてしまうので文通を
通して、深くじっくり交流したいと思いました。趣味が合いそうな
方や、そうでない方も興味を持ってくださったら嬉しいです。私は、
周りに比べたらオタク寄りだけど、あまり作品を多く知らないので、
色々おすすめを知りたいし、好きなことについて色々語り合いたい
です。よろしくお願いします！

フェムトさん
お江戸通り 1367番地 2023年5月15日まで

女性
50代

読書、美術館・神社仏閣巡り、エアロビ、古代オリ
エント、旅行

メールでのやり取りが多くなって以降、字を書かなくなっ
たなぁと感じ、マメに手紙を書いていた頃を懐かしく思
いだしました。便箋を眺めながらまた手紙を出して待つ
時間を楽しみたいと思い入会させて頂きました。

さららさん
お江戸通り 1368番地 2023年5月15日まで

女性
30代

ハイキング、旅行、ガーデニング

はじめまして。 忙しい日々の中で、眠っている万年筆やインクを使っ
てお手紙を書く時間を過ごせればと思い入会致しました。 日々の
小さな楽しい発見や趣味のお話など、楽しく穏やかな気持ちをお
手紙を通して共有できればと思います。 どうぞよろしくお願い致し
ます。

まみこさん
なにわ通り 618番地 2023年5月15日まで

女性
40代

セルフネイル、バイクツーリング、映画、アニメ、飲み歩き、
読書、手芸、カフェ、温泉、100均

42歳、夫婦二人暮らしです。 素敵なレターセットやポストカードを
見るとお手紙を書きたくなるのですが、めっきり書く機会が減って
しまっていました。 手書きの文字の温もりにまた触れたいなと楽し
みにしております。 手紙を通じて、日常の他愛ない出来事から
ちょっとディープな趣味まで、さまざまな年代や性別の方とお話し
てみたいです。 よろしくお願いします。

やしさん
彩の国通り 599番地 2023年2月15日まで

女性
30代

散歩 珈琲 ｵﾓｺﾛﾁｬﾝﾈﾙ 甘いもの 漫画 バラエティー 喫茶店 た
まに小説やゲーム

字や文章を書く機会がほとんどなくなり下手な字がさらに下手になっ
ていってるので字を書く機会を増やしたくて入会しました。インド
アなのであまり変わった話はできませんが好きなものとかおいしかっ
たもののこととか何でもないことを送りあえたらなと思ってます。

ふわふわ猫たぬきさん
お江戸通り 1369番地 2023年2月15日まで

女性
20代

シール、レターセット集め、昔のサンリオ、どうぶつ、ミシ
ン、美容医療、飼い猫と遊ぶ、お料理

独身で猫と二人暮らしの社会人です。 かわいいレターセットやシー
ルが好きですが、集めても使ってなくて、このサイトに辿り着きま
した。 ぜひ、趣味のお話やシール交換など、楽しくお手紙したい
です♪ 昭和時代の丸文字にあこがれるので、くせ字丸文字大歓迎
でお待ちしてます(*'▽'*)

ねこだまちさん
どんたく通り 329番地 2023年5月15日まで

男性
40代

読書（旅行系）・バス旅メインの旅行・徒歩＆自転
車による路地裏散歩。

初めまして。何年ぶりかに参加させていただきます。近距離のト
ラックの運転手しています。同じ地域以外の方との、繋がってみた
いとおもいました。文通とは、SNSと違って手書きと言うのが、魅
力的だと思っています。

こにーさん
出雲通り 42番地 2023年2月15日まで

女性
30代

手帳、手帳デコ、シールやマステ集め、K-POP、
宝塚(初心者です)

初めまして！猫とのんびりするのが好きな30代です(^^) こち
らのサイトを知った時に学生時代に文通をしていたのを思い出し、
また手紙のやり取りをしてみたいなぁと思い入村しました。 いろん
な方と文通出来たらと思います。初心者ですがよろしくお願いしま
す。
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ケイさん
常陸の国通り 195番地 2023年2月15日まで

女性
30代

読書、美味しいものを食べること、ちょっとしたお
出かけ

はじめまして。 だれかとゆっくり話をしてみたいと思い、登録して
みました。日常のことを話せたらいいなあと思います。 出かけた
場所や、好きな物について教えて欲しいです。 休みの日は絵を描
いたり、本を読んだりしています。 よろしくお願いします。

ことりさん
お江戸通り 1370番地 2023年2月15日まで

女性
50代

全国のジャズ喫茶巡り 全国の秘湯巡り。ワイン　昔の映画
やレコード。仕事や家族の縁で海外

皆様のおっしゃる通り、紙の文字が恋しくて始めてみようと思いま
した。ポストにお手紙が入っていて嬉しくて開ける時間ももどかし
いあの感じとか（ユーミンの歌詞のパクリですw 日頃の小さな出
来事を日本のどこかの（世界の？）顔も知らない方とやりとりでき
たら楽しいだろうなぁ。

miiさん
相模ハマっ子通り 696番地 2023年2月15日まで

女性
20代

紙もの、YouTube、お絵描き、カフェ巡り、ショッ
ピング、旅行、TRPG

私は文通が大好きな20代の女性です！文通を通して、様々な年齢
や趣味の方とお話できたらと思っています。 レターセットやマスキ
ングテープを集めることが好きです！バラセになるときもあります
のでご了承ください。 身の回りに起こった些細なことなど、ゆっく
りまったりとお話したいと思います。宜しくお願いします！

なるさん
お江戸通り 1371番地 2023年2月15日まで

女性
20代

漫画、映画鑑賞

20代、夫婦2人暮らしです アニメの影響で、誰かと手紙交換をし
てみたいと思い始めました。 休日はアニメを見ながらお酒を飲ん
だり、映画を見たりしています。 文房具が好きなのですが、使う
機会が少なく、これを機に色々集めてみようかなと思います。

つばさ丸さん
出雲通り 43番地 2023年5月15日まで

女性
50代

ホラー映画、刑事ドラマ、youtube、紙もの、コ
ラージュ、犬、ムーミン

はじめまして。ＳＮＳで文通村の事を知りました。楽しそうなの
で、お試し入村させていただきました。一筆箋やはがき、バラ紙
など何でも結構です。一度やり取りをしてみませんか？合わない
と思ったらそれは発見です。コラージュは始めたばかりで、下手く
そですが楽しいです。よろしくお願いします。

はちわれさん
彩の国通り 600番地 2023年2月15日まで

女性
40代

読書、駅伝、ロードバイク 、登山、ドライブ、文
房具

初めて文通に挑戦します。万年筆・インク・シーリングス
タンプを使う機会が欲しくなり、登録しました。『書く時
間』『手紙を待つ時間』を楽しみたいと思います。よろし
くお願いします。

のぶちんさん
六甲通り 412番地 2023年2月15日まで

女性
40代

文通 読書 猫と遊ぶ

私は精神疾患があります。 働いてはいません。17人と
文通しています。 文章書くのが得意です。地元でお手
紙ボランティアなどもしています。

さおちゃんさん
お江戸通り 1372番地 2023年2月15日まで

女性
30代

旅行（国内、海外）、ディズニー、アニメ、カメ
ラ、サウナ、カフェ巡り、KPOP

初めまして！小学生の頃はよくお友達と文通しておりましたが大人
になるにつれて手紙を書く機会も少なくなり、また文通を始めたく
て入村しました^^趣味の話から日常のささいなことまでたくさん手
紙を通して様々な方と交流したいと思っております。1通1通心を込
めて書かせて頂きます。ぜひよろしくお願い致します！

甘酒さん
杜の都通り 200番地 2023年2月15日まで

女性
30代

ポケーっとする・ごろ寝・ハンドメイド挑戦・読書・
お笑い番組・猫

再入村です。仕事育児適当にしつつ、好きなことも発見
したい(*^^*)紙モノも好きだけど布モノ萌え。ポーチ作
り練習中。益田ミリ、やまもとりえに癒され…超マイペー
ス、ミニミニレターでも良い方*^^*

三松さん
古都みやび通り 230番地 2023年5月15日まで

女性
30代

読書、美術鑑賞、扁額鑑賞、民藝、カフェ巡り、
散歩、チェアリング、ドライブ

休日はよく、絵と字と美味しいものを目当てにぶらぶら散歩をして
います。最近レンタカーでドライブする楽しみも知り、少しだけ遠
出もするようになりました。おすすめの本、展覧会の感想、食に
関する情報、お住まいの地域のことなど、お手紙を通してゆっくり
お話ができるとうれしいです。どうぞよろしくお願い致します。
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トミーさん
きびだんご通り 135番地 2023年2月15日まで

女性
50代

カラオケ

仕事場と家の往復で何も熱中するものがないのですが、
文通を通して何でも話せる友達が欲しいです。

ごまみさん
さるぼぼ通り 117番地 2023年2月15日まで

女性
20代

読書、映画鑑賞、ゲーム、雑貨・文房具集め、美
味しい食べ物を探すこと。

はじめまして。ごまみと申します。この度お試しで入村いたしまし
た。文通は初めてですが、何気ない日常の出来事など気軽にお話
し出来ればいいなと思っています。子育ての合間にお返事を書きま
すので、やりとりはゆっくりになってしまうかもしれません。もしご
縁がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

チョッパーラブさん
お江戸通り 1373番地 2023年2月15日まで

女性
20代

旅行、ひとりカラオケ、ショッピング、読書、アイ
ドル推し活

計画を立てて旅行やお出かけに行くことが好きです。その土地の
美味しいご飯屋さんを出来る限り巡ることが目標なので、全国の
美味しいものや温泉宿などおすすめのスポットを知りたいで
す。(現在は、金沢、四国、神戸、三重、愛知を検討中) 読書:東野
圭吾さん著 アイドル:SixTONES、関ジャニ∞、twice、super
junior等々

いもみかんさん
しゃちほこ通り 445番地 2023年2月15日まで

女性
30代

デザート、散歩、音楽、映画

子育て（娘1歳）の息抜きになればと思い始めました。
日々のことや趣味のこと子育てのこと 何でもいいのでゆっ
たりと文通でお話ししてみたいです(*´ω`*)

みさきさん
どんたく通り 330番地 2023年2月15日まで

女性
70代

映画や音楽が好きです。（今はDa-iCEという5人
組に夢中です！）

後期高齢者になりました！ う～ん、嬉しい、哀しい、、どちらとも、
アリなのかなと思います。 若いころ、文通をしていました。 学校
から帰り、ポストを覗くワクワク感、まだ覚えています。返事を書
く楽しみも。。。 その為に切手収集をはじめました！ あの頃に戻
りたい、あの頃のドキドキ感をも一度 感じたいと思います。 年齢
的に近い方が望みです。

ゆあつさん
彩の国通り 601番地 2023年2月15日まで

女性
20代

編み物、お絵描き、フリーホラーゲーム、散歩、読書（ミス
テリー、哲学？寄り）、北欧デザイン

棒針でモノを作ったり、物思いに耽ったりするのが好きなエセ・シ
ステムエンジニアです。 詳しくないのですが、北欧のテキスタイ
ルデザインが好きです。 文章力は堪能ではないのですが、その練
習も兼ねています。 旦那さんとふたりで暮らしています。 年齢問
わず、いろんな方の好きなことや楽しかったことなど、のんびりお
話できればと思います。

りさかんさん
お江戸通り 1375番地 2023年2月15日まで

女性
20代

動画鑑賞、セルフネイル、写真

短期集中型の好奇心若干旺盛な学生です。色々なことが気になり
手をつけますが、すぐに別のことが気になりとても浅く少し広めの
知識がつきがちです。今まで挑戦したことは、中国語ロシア語ス
ペイン語、セルフジェルネイル、片付け、イラスト、美文字などな
ど...。素敵な日本語の習得が遠目の目標です。無知が露呈してし
まうかもしれませんが、どうぞお手柔らかにお願いします！

わらびさん
ピーナッツ通り 572番地 2023年2月15日まで

女性
10代

植物、インク、猫、お茶、刀剣乱舞、文房具集め、読書、
美味しいものを食べる、神社めぐり

わらびと申します。 通信制高校に通いながらバイトや家事などをし
ている学生です。 インクや便箋等を集めることが好きなのですが、
使う機会がなかったので使う機会が欲しくて入村しました。 四季に
合わせて便箋を選んだり、楽しくてついつい文房具を買ってしまい
ます。本の頁をめくるのも好きです。 趣味や日々の事などを沢山
の方たちとお話できたら嬉しいです。

橋川結衣さん
彩の国通り 602番地 2023年2月15日まで

女性
10代

絵画(油彩・水彩)/文通交換/音楽鑑賞/聖歌/聖書/スピリチュ
アル/ドライブ/ゲーム

はしかわゆいっていいます、18歳です宜しくお願い致します。本名
ではありません。可愛い便箋やお洒落な便箋が好きです。信仰は
キリスト教でプロテスタントです。送られてきたお手紙が心がこもっ
てなかったり中身がなかった場合は処分対象になります。沢山の
お手紙お待ちしております。よろしくお願い致します。

ポポ千代さん
相模ハマっ子通り 699番地 2023年2月15日まで

女性
30代

USJ、ゲーム、映画鑑賞、アニメ、漫画、絵描き、食べ放
題、レジン、旅行、キーボード

こんにちは。３０代既婚者（子供無）のポポ千代です。マイペー
スで好奇心旺盛。色んな事にチャレンジすることが好きです。仕
事以外で手紙を書く機会が無く、日常的な話を色々な方とのんびり
文通出来れば良いなと思い登録しました。年齢性別問いません。
よろしくお願いします。
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