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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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さとしさん
琵琶湖通り 14番地 2023年4月15日まで

女性
20代

創作活動(絵、小説)、FGO、スピリチュアル、犬の
散歩、美味しいものを食べること

4年ほどカナダにおり去年戻ってきました。今はぷーたろうです。
スピリチュアルなことに興味があり、リーディングをし始めたところ
スターシードだということがわかりました。漫画が好きで、二次創
作の小説を書いたり、絵を描いたりします。 ご縁があればぜひ！
※柴犬を飼っているのでアレルギーのある方はお気をつけください

でこさん
ちゅら海通り 41番地 2023年7月15日まで

女性
30代

手芸(裁縫)、お笑い、芸人ラジオ、Instagram

1年ぶりに再入村しました！ハンドメイドと雑貨のお店を経営して
います。私自身は布小物を作っています。ミッフィーやサンリオ、
お笑いが大好きです。 趣味が違う方もお気軽にお手紙下さい！年
齢や未婚既婚は問いません(私は未婚です) お返事はのんびりペー
スで100均レタセ(好きで集めてます)でも良い方、お待ちしており
ます♪ポストカード文通も歓迎です！

みかん（旧みのり）さん
琵琶湖通り 43番地 2023年4月15日まで

女性
30代

文房具（万年筆、紙もの）、ドライブ、読書、パ
ン作り

はじめまして。 日常の何気ないことなど、いろんな話が
出来たら嬉しいです(*^^*) よろしくお願いします。

ひはるさん
お江戸通り 885番地 2024年1月15日まで

女性
40代

ゲーム(FGO、アイドルマスターSideM)文房具、万年筆、イ
ンク、レターセット集め

レターセットで誰かにお手紙を書きたいのと、SNSとは違う新しい
お友達が欲しく登録させて頂きました。 好きなことや楽しいこと、
いろいろと話せたら嬉しいです。 ポストカード、一筆箋での交換
も楽しそうとおもってます。 どうぞ宜しくお願いします。

アネモネさん
杜の都通り 141番地 2023年4月15日まで

女性
20代

アニメ鑑賞・スマホアプリ・VTuber・ゲーム

絵を描くのが好きです！ 東リべ、呪術廻戦、鬼滅の刃、後宮の烏
少女漫画、悪役令嬢系、異世界系 刀剣乱舞、A3!、ツイステ、ウ
マ娘、リヴリー 不破湊、葛葉、星川サラ、EN(ほぼにじさんじ) ニー
アシリーズ、ポケモン、スプラ3 同じ趣味の方がいれば是非文通し
ませんか？ 気軽にお手紙待ってます！

ふじごろもさん
彩の国通り 461番地 2023年7月15日まで

男性
50代

文通　お風呂　Eテレ100分de名著　ゆるくお話し　ゆずの
香好き　美術　生活お金の勉強

一度退会しましたがすぐに戻りました。いろいろな方々との出会い
をベースに言葉のやりとりを出来たら良いですね。まずはとりあえ
ずお手紙をください。お好きなこと今なさっている事など添えてい
ただけると返信しやすいですね。独身。比較的自由な時間もあり
ます。お待ちしています。

monchhichiさん
かすていら通り 62番地 2023年4月15日まで

女性
40代

紙物集め、カフェ・雑貨・パワースポット巡り、ドラ
イブ、ライブ参戦、動物

気がつくとスマホばかり触っていて文字を書く機会がめっきり減り
ました。学生の頃に交換日記や文通を楽しんでいたことが懐かしく、
ポストに手紙が届いていた時のワクワク感をもう一度と思い入村し
ました(๑˃͈꒵˂͈๑)お互いに無理のないペースでやりとりしていけ
たらと思います。

minさん
どんたく通り 269番地 2023年4月15日まで

女性
50代

ヨガ、ズンバ、蚤の市、古民家、岩合光昭の世界
ネコ歩きを見ること

文通村に入村して1年になります。 文友さま達とお便り
のやり取りをさせていただいて、世界が広がり生活がよ
り楽しくなりました。最近は猫を見るのが癒しになって
います。
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ひろひろさん
ピーナッツ通り 519番地 2023年7月15日まで

女性
30代

ゲーム、音楽鑑賞、読書(漫画含む)、映画鑑賞、テレビ、
ネットフリックス、ライン、文通など

３児のママです。 精神疾患があります。 宇多田ヒカル、星野
源、Ado、BE:FIRST、ヨルシカ、藤井風、Official髭
男dism、SEKAI NO OWARI、FF7シリーズ、バイオハザードシリー
ズ、あつ森、などが好きです。 書き物が好きです。 よろしくお願
いします。

慈雨さん
どさんこ通り 405番地 2023年4月15日まで

女性
30代

読書(ミステリー)、ペン字

子どもの頃から、郵便で届く手紙が好きで、いつもわく
わくしていました。大人になっても、やっぱりあのわくわ
く感、ドキドキ感を味わえたらなと思います。

彩さん
お江戸通り 1394番地 2023年7月15日まで

女性
30代

読書、映画鑑賞、ワイン、散歩

小さな子供が2人います。なかなか自分の時間が取れませんが、
毎日時間を見つけて少しでも読書をすることが毎日の楽しみです。
手紙を書くことが好きなのですが、最近はメールなどでしか友人と
繋がれないため文通相手を探しています。

三上さん
相模ハマっ子通り 709番地 2023年4月15日まで

女性
20代

読書、マンガ、森林浴、寺巡り、ゲー
ム、youtube、掃除

はじめまして、三上(みかみ)です。コロナ禍で人に会う機会が減り
ました。文字のやり取りを通して人の温かみに触れる機会が欲し
いと感じたため、文通をはじめることにしました。 マンガやゲーム、
インドア趣味が大好きです♪自然に触れることも好きです。共通の
趣味があってもなくても、「楽しい」を共有できるお友だちができ
たら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。

うたよみさん
琵琶湖通り 88番地 2023年4月15日まで

女性
30代

音楽鑑賞、カラオケ、YouTube、写真、絵画鑑賞

初めまして。音楽を聞く事とカラオケが好きです。車では好きな音
楽を聴きながら、歌いながら運転します。文通は学生の時にしたこ
とがあり、懐かしくて登録してみました。シンプルなお手紙しか出
せませんが、仲良くしてくださると嬉しいです。

えぼしさん
しゃちほこ通り 450番地 2023年4月15日まで

男性
40代

ソロギターフィンガースタイル、ゲーム、読
書、YouTube鑑賞

日本全国在中の皆様 いかがお過ごしでしょうか 東海地方在中のえ
ぼしと申します 私は前向きな性格ですので 毎日を比較的楽しく過
ごしております 文通という経験はありませんが とても楽しみにし
ております 是非ともよろしくお願いいたします‼︎

すずかすてらさん
彩の国通り 606番地 2023年4月15日まで

女性
50代

ひとりカラオケ

自分を、ご機嫌にすることを、何より大切にしています。
ピンときたら、速攻、動きます。自分の人生、骨までしゃ
ぶるように楽しめたらいいなと思います。

ファジトさん
彩の国通り 607番地 2023年7月15日まで

男性
30代

サッカー観戦 御朱印 農作業 カラオケ

今回登録しましたが、文通というのを生涯やったことあ
りません。趣味はサッカー観戦、カラオケ、御朱印、農
作業です。緊張していますが、よろしくお願いいたしま
す。

せいろんさん
相模ハマっ子通り 710番地 2023年7月15日まで

女性
20代

ゲーム、アニメ、読書、食べ物、料理、謎解き、
楽器演奏、手芸

字を書くのはあまり得意ではありませんが、万年筆で手
紙を書くことに憧れていました。楽しく手紙のやりとりが
できたらいいなと思っています。

もぐもぐさん
なにわ通り 625番地 2023年7月15日まで

女性
30代

YouTubeを見ること、音楽を聴くこと、ゲーム

はじめまして。 メッセージアプリなどですぐに返信出来るシステム
に少し疲れてしまい、文通がしたくなりました。 可愛い便箋集めも
最近始めたのでお手紙書きたいです！ 精神疾患があります。 長く
心のこもったやり取りが出来る方が見つけられたら嬉しいです。
女性限定でお願いします！
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ゆかさん
古都みやび通り 233番地 2023年7月15日まで

女性
30代

紙モノ、マステ、日記デコ、スポーツ観戦、
猫、100均、音楽、ゲーム、声優

子なし夫婦でのんびり過ごすインドア派。紙モノ集め(人物マステ.
シール)音楽が好きでV系からKPOPまで幅広く聴いてます。趣味が
合う方、興味を持って頂いた方、日々の出来事や何気ない話がし
たいです！便箋等は何でも構いません！ポストカード、1枚からで
もOK！楽しく文通出来たらなと思います！お手紙待ってます！

育さん
六甲通り 414番地 2023年4月15日まで

女性
30代

読書

初めまして。 お手紙を書くのが好きなので、文通をしてみたいと
思い、入会いたしました。 読書が好きで、本屋さんに行くと、あっ
という間に時間が過ぎてしまいます。 年齢や性別など問いません。
よろしくお願いいたします。

みさん
信濃通り 151番地 2023年4月15日まで

女性
20代

漫画、100均巡り、Youtube、ダーツ、フリマアプリ、サン
リオ文具収集、求人や物件探し

はじめまして。みと言います。 文通を通して誰かと繋がれるのは
素敵だなと思い始めました♪ 漫画が好きで、ヒューマンドラマ、サ
スペンスなどが好きです。新作を追うより、完結してる漫画を探
すのが好きです♪ 結婚はしていて子供が1人います。 基本は100均
やサンリオのレタセを使用しますので、大丈夫な方はぜひよろしく
お願いいたします‼︎

ゆずきさん
どんたく通り 334番地 2023年4月15日まで

女性
20代

散歩、読書、美味しい物を食べること、作ること、
哲学、歴史

はじめまして。 久しぶりに手紙を書きたくて始めました。色んな方
と交流したいと思ってますのでよろしくお願いします。 【希望の手
紙内容】 ・ポジティブなもの ・日常で起こった些細なこと ・何か頑
張っていることの話し 　など 【NGなこと】 ・SNSなどのネット上に
手紙の写真をあげること 【返信速度】 ・お互い無理なく自分のペー
スで

海野はるかさん
杜の都通り 202番地 2023年4月15日まで

女性
40代

旅行、ドライブ、料理、コーヒー、カフェ

全国各地の方と毎日の生活についてお話したいです。好きな俳優
は大泉さんと安田さん。小5男子小3女子、夫との４人家族。仕事
は在宅。昨年の良い思い出はカヌーとトップガン・マーヴェリックを
観たこと。年末年始は10年ぶり2回目のおせちを作る。カニの注文
をし忘れる。ワインを飲み、ずんだ餅を食べ、外出せず仕事をし
ながら子供の面倒を見る。スキーに行くが、いつも下で待つ係。

夕凪さん
越中通り 47番地 2023年4月15日まで

女性
20代

お菓子作り

こんにちは。自然の中でのんびり過ごすのが好きです。
文通に憧れて入村しました。LGBTのBです。

たろたさん
うつくしま通り 146番地 2023年4月15日まで

男性
30代

読書、フットサル、珈琲、映画鑑賞、キャンプ、登
山、温泉巡り

映画で文通のシーンがあり、素敵だなと思って始めてみました。字
を書くことは好きです。アウトドアもインドアも好きです。素人で
すが今年は登山を再開しようかと思ってます。 小説もマンガも大
好きです。共通の話題、自分の知らない世界などを普段出会うこ
とのない方々と交流できたら嬉しいです。よろしくお願いします。

チヒロさん
琵琶湖通り 89番地 2023年7月15日まで

女性
20代

旅行、読書、雑貨＆文房具集め、櫻坂46、散歩

はじめまして！東京生まれ東京育ち、東京勤務ですが、リモート
ワークの恩恵で、琵琶湖のそばでのんびり暮らしています。子供
の頃友達と文通をしていたのを思い出して入村しました。最近は料
理を頑張っているのと、ダイエットを兼ねて走り始めました。趣味
は旅行で、旅先でご当地グルメと温泉を楽しんでいます。47都道
府県制覇まであと一つです！よろしくおねがいします。

おこめさん
さるぼぼ通り 118番地 2023年4月15日まで

女性
20代

ゲーム、YouTubeを見ること、音楽を聴くこと、お
菓子作り

はじめまして、おこめと申します！ 人との繋がりを持てたら良いな
と思い入村させていただきました。 双極性障害持ちの20代女で、
恋人と同棲中です。 日常のこと、趣味のこと、いろんなことをお
話したいです。 お互いのペースで無理せず気軽にやり取りしましょ
うね！ どうぞよろしくお願いいたします。

非力さん
平城京通り 95番地 2023年4月15日まで

男性
20代

読書、散歩、映画鑑賞、お酒

正月に餅を食べすぎて肌の調子が悪い。餅はうまい。き
なこにまぶすとなおうまい。砂糖醤油でもいいが、あれ
は子供のころに食べすぎて飽きた。それにしても顔がひ
りひりする。



第313号 2023年1月16日
　　4

美雲さん
彩の国通り 608番地 2023年4月15日まで

女性
30代

イラストを描く。小説や漫画制作。怪談を聞く。

イラストや漫画、小説作りが好きです。 現在、占いに
もハマってます❢ コーヒー豆を挽いたり、通販と文通が
生きがい。 レタセは同人誌のもOKです。 是非、仲良く
文通しましょう❣

ももさん
ピーナッツ通り 584番地 2023年4月15日まで

女性
20代

ゲーム、御朱印集め、日記、温泉、食べ歩き、カ
ラオケ、YouTube

はじめまして。ロルバーンで日記をつけ始めたことがきっかけで、
文字を書くことにハマりました。ゲームはパソコンでFPS
を、YouTubeが好きで様々なジャンルを見ています。温泉とサウ
ナも好きで、よくスパ銭に行ってます。精神疾患を患っております
が、内服しながら看護師として働いております。よろしくお願いい
たします。

ケマリさん
六甲通り 415番地 2023年4月15日まで

女性
40代

猫　観葉植物　文房具　刺繍　 アナログイラスト
アート　国内ドラマ鑑賞

幼い頃に文通をしていました。遠方から届く手紙にワクワクしてい
た事を思い出して入村しました。これを機に昔のように可愛いシー
ルや便箋を集めたいです。猫は５匹います。ビーズ刺繍が好きで
す。アナログでイラストを描いたり、国内ドラマを観るのが好きで
す。趣味の合う方とゆるく文通できればなと思っています。 よろし
くお願いします。

おたこさん
お江戸通り 1396番地 2023年4月15日まで

女性
30代

読書、子供服買うこと、食べること、お酒、旅行

小説や雑誌（LEE、ESSE等々）読むのが好き、38歳（女）です。
仕事をしつつ、小学生1年生（男）2歳児（女）の5歳差育児をし
ています。そして2022年に近居の実母が認知症と診断されました。
ダブルケアと表現される状況なのですが、サードプレイス的な繋
がりが欲しいなと思っています。色々なお話が出来たら嬉しいです。

かなさん
相模ハマっ子通り 711番地 2023年4月15日まで

女性
20代

音楽を聴く、アニメ鑑賞、読書・漫画を読む カフェ
巡り 、雑貨屋めぐりなど

はじめまして、かなと申します。 文通歴はまだ半年と短いですが
もっと色々な方と文通したいと思い始めさせて頂きました。 趣味の
合う方いらっしゃいましたらぜ日私と文通していただけたらなと思
います。 よろしくお願いします。

maryさん
出雲通り 44番地 2023年4月15日まで

女性
40代

ピアノ　音楽　文房具　万年筆　インク　カフェ
ショッピング　美術館　雑貨屋巡り　

はじめまして。 字を書いたり、紙もの（レターセット、
ポストカードなど）を集めるのが好きです。 趣味の事、
日常の事などお手紙でやりとりできたらいいなぁと思い
ます。 よろしくお願いいたします。

まむみさん
お江戸通り 1397番地 2023年7月15日まで

女性
30代

温泉、サウナ、エステ、文房具集め、漫画、アニ
メ、YouTube見る！

はじめまして♪まむみです！ 温泉、サウナ、マッサージ、スキンケ
ア 便箋、シール、マステ、手帳、文房具 サンリオ(特にキキラ
ラ☆)、ショッピング 美味しいご飯、美味しいお酒が大好きです！
同じ趣味や、好きなものが 一緒の方と仲良くなりたいです♡ 初心
者なので！文通村初心者です^^♪

うるちてゃさん
相模ハマっ子通り 712番地 2023年4月15日まで

女性
10代

ブライスドール、ちいかわ、あんスタ(新規です…)、ゲー
ム(スプラ3)、ロシア語、英語

ブライスドールの着せ替えやヘアアレンジをするのが趣
味です♡ ´‐ まだまだ全然話せないのですがロシア語を
現在勉強しております。 是非一緒に勉強したいなと思っ
ております！

まほろばさん
平城京通り 52番地 2023年4月15日まで

女性
50代

刺繍、刺し子、歌を歌うこと

2度目の出戻りです。お寺に住んでいる 専業主婦です。今は時間
があれば刺し子で花ふきんを縫うのに夢中です。歌うことも大好
きなので コーラスグループで月一回歌ったり 御詠歌の練習をやっ
ています。どうぞ よろしくお願いします。

いずなさん
ピーナッツ通り 586番地 2023年4月15日まで

女性
30代

読書、アニメ、漫画、ディズニー、ネイル、動物
の動画鑑賞、食べること

はじめまして。学生時代に行っていた文通が楽しかったことを思い
出し入会しました。基本インドアですが、ディズニーも好きで1人
でも行きます(でも詳しくは無いです)。趣味や日常のこと等色々な
お話が出来たらいいなと思います。よろしくお願いいたします。
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えだまめさん
ピーナッツ通り 362番地 2024年1月15日まで

女性
20代

100均、インスタ、おでかけ、工作、食べ物、お
ひるね、ドライブ

初めまして、0才と2才の子供がいる育児休業中のママで
す。 手紙はハガキでもミニレターでも100均などでも大
丈夫です◎！ 育児のことや普段の何気ないことなど話せ
たら嬉しいです♡

心と歩くさん
相模ハマっ子通り 328番地 2024年1月15日まで

女性
40代

文通、読書

大瀧夏箕の筆名で聞き書きボランティアをやっておりま
す。1974年生まれの主婦。半年間隔でもお手紙を待っ
ていただける方のみ。よろしくお願いします。

デコミンさん
お江戸通り 1399番地 2023年7月15日まで

女性
30代

読書、漫画、映画・アニメ・ゲーム実況鑑賞、ボカロ・UTAU
曲巡り、自然科学・哲学、酒

文通初心者です。字が下手なので、少しでも手書きする機会を得
たいのと、素朴な繋がりが欲しくて入村しました。 夫婦二人暮らし
で子供の予定はないです。生きるのに向いていないなりに、素朴
に生きています。 いろんな人の『好きなもの』に興味があります！
よろしくお願いします。

はなこさん
しゃちほこ通り 451番地 2023年4月15日まで

女性
30代

ゲーム(ツイステ)、映画、漫画、野球

趣味の合う方、日常を共有できる方とのんびり文通できればと思
います。子どもがいるので、嫌でなければ子どもの話もしたいで
す。 ゆるミニマリスト、ツイステ(オクタ推し)、映画、野球(中日)、
イギリス王室ファン、フランス語、pixiv(見る専) 雑多な趣味ですが、
どなたかの目に留まればと思います。

愛璃さん
信濃通り 70番地 2023年4月15日まで

女性
50代

文通、手芸、インターネット

こんにちは。また、戻ってきました。やっと、時間にゆとりが、出
来たので、お手紙の読み書きをしたいです。お相手は、40歳以上
の方でしたら男女問いませんので、色々なお話をしましょう。私は、
バツ2ですが、子供は、いないです。子供の話しが、中心になら
ない方、宜しくお願いします。

ちはさん
火の国通り 74番地 2023年7月15日まで

女性
20代

読書・NetflixやYouTubeを見る・音楽(BTSなど)・
ゲーム

やっと自分の時間が取れるようになって始めてみました。 映画やド
ラマ、アニメを見たり、前からずっとやりたかった韓国語の勉強も
最近始めました！ 私の方は年齢や性別など気にしませんので、た
だお互いのんびり続けていけたら嬉しいです*

ひろっちさん
しゃちほこ通り 452番地 2023年4月15日まで

女性
60代

読書 ヨガ 体力づくりゲーム ラジオ 散歩 ドキュメン
タリーを観る

屋外、室内問わず体を動かすことが大好きです。読書はとくにジャ
ンルは問いません。「ちいかわ」などのかわいい系から、ハードな
ドキュメンタリーをよく観ます。ラジコはプレミアム会員として、地
元ラジオから圏外までいろいろ聴いています。最近は、任天堂の
スイッチを購入し、スポーツ系のソフトで毎日楽しんでいます。

ピオニーさん
ピーナッツ通り 588番地 2023年4月15日まで

女性
40代

読書、音楽鑑賞(スピッツ等)、水族館、プラネタリウム、旅
行、お花、手芸、韓国ドラマ

こんにちは！日々のホッとすること、行ってみたい場所など楽しく
文通しましょう♪在宅介護(実母、義母ともに認知症)の経験がある
ので、介護の話もOKです。文通村でのご縁を大切にしていきたい
と思っています。よろしくお願いいたします。

ゆうあんさん
常陸の国通り 199番地 2023年7月15日まで

女性
40代

読書、音楽鑑賞(洋邦、ジャンル問わず)、テレビ鑑
賞、ゆっくりお茶

小学生2人の子育て中、フルタイムで働いています。日々めまぐる
しく過ぎていく中にもきらめく瞬間を、どこかのどなたかと共有し
たいと思い文通を思い立ちました。文系ですが何にでも興味を持
ちます。あなた様の興味のあることを教えてください。気軽に気楽
なやり取りをいたしましょう。

ﾗｰﾆｱ･ﾙｳﾞｪﾘｴさん
どんたく通り 226番地 2023年4月15日まで

女性
20代

読書、DVD鑑賞、漫画集め（色々）、晩酌、ゲーム
（パズル）

初めまして、私は今まで誰かとまめに文通したいなと思い、繰り返
し悩んで、やってみようと思って入会することに決めました。手紙
で色々とお話がしたいです。話すのが得意じゃないので、文字で
仲良くできたらうれしいです。よろしくお願いします。



第313号 2023年1月16日
　　6

ちょびさん
相模ハマっ子通り 191番地 2023年7月15日まで

男性
50代

ドライブ、野球観戦、プロレス観戦、弾外遊行

初めまして、数十年ぶりに文通を書いてみたくなりまし
た。月に1～2回でも理解できたら助かります。色々な
お話できればと思います。よろしくお願い致します。


