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Certificate of Conversion to Islam 
 

Praise be to Allah and peace and blessings be upon His prophets and messengers  
 And upon the last prophet and messenger Muhammad.  

 
Kobe Muslim Mosque hereby certifies that: 

 
Name:      Muslim name:  
  
Nationality:      Date of Birth:  
  
Passport No:     Tel:  
 
Address:  
 
       The above named person has presented themselves expressing their desire to embrace the 
Islamic Faith. We have explained to them the five pillars of Islam and the six pillars of Iman. 
Accordingly, they have acknowledged their acceptance of the Islamic Faith by affirming: 
 

  محـمدا عـبده ورسولـه أن أن ال إله إال اهللا وأشهد أشهـد
I bear witness that there is no god but Allah alone and I bear witness that  

Muhammad is His Servant and Messenger 
 

        I also acknowledge that I believe in Allah, His angels, His holy books, His prophets, the 
Day of Judgment, and His Decree for good or bad. I renounce all religions other than Islam I will 
hereby and henceforth adhere to Islam as my Faith and Shari’ah. 

 
        Having ascertained that he/she has adopted the religion of Islam of his/her own free will. 
This certificate has been issued to the applicant, in order to authenticate his/her adoption of Islam 
and his/her decision to act in conformity with its laws. May Allah the Almighty, guide him/her 
permanently along the Straight Path. Verily Allah is the Best Guide. 
 
Declared by:                                           Date:                           
 
Witnessed by: _______________  ________________  _______________  ________________ 
 

_____________  ________________  ________________  ______________  _____________ 
 

_____________  ________________  ________________  ______________  _____________ 
                                                                               
                                                                     

                                                                  Imam, 
 

           
Mohsen Shaker Bayumi  

 

 
 
  Picture 
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イスラーム信仰告白証明書 
 
 

アッラーに賞賛あれ、そして彼の預言者達と使徒達に祝福と平安がありますように。 

そして最後の預言者であり使徒であるムハンマドに祝福と平安がありますように。 
 

神戸ムスリムモスクは、これによって以下の事を証明します： 
 

名前： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  イスラーム名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

国籍： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  生年月日： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

旅券番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  電話番号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

住所： ______________________________________________________________ 
 

 上記の者は、イスラームの信仰を受け入れるという願望を述べるために出席しました。

私達はイスラームの5行と、イーマーン(信仰)の６信を彼らに説明しました。それに応じて

彼らは以下の事を言明する事で、イスラームの信仰を受け入れた事を認めました。： 
 

  محـمدا عـبده ورسولـه أنوأشهد   أن ال إله إال اهللاأشهـد
私はアッラーのみ以外に神がいない事を証言します。 

そしてムハンマドがアッラーの僕であり使徒である事を証言します。 
 

 私はアッラー、彼の天使達、彼の諸経典、彼の預言者達、審判の日、至高者アッラーが

お定めになる良運と悪運を信じる事を認めます。私はイスラーム以外の全ての宗教を否認

します。私はこれによって、そしてこれ以降、私の信仰とシャリーア(戒律)としてイスラ

ームを堅く守ります。 
 

 彼または彼女が、自身の自由意志で、イスラームの信仰を選んだ事を私達は見届けまし

た。この証明書は、彼または彼女のイスラーム採択と、その戒律に従って行動する決心を

証明するために、申請者に発行されました。至高なるアッラーが、彼または彼女を永遠に

真っ直ぐな道に御導き下さいますように。真にアッラーは最高の導き手であられます。 
 

信仰告白者：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 日付：＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

証人：＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ 
 

＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ 
 

＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ 
                       

                                                イマーム,           

ムフセン･シャーキル･バイユーミー  
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